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○ 議長 笹木 英二 ただ今の出席議員は１０人です。定足数に達しておりますので、

会議は成立しました。 

  これにより本日をもって招集されました平成２３年第３回月形町議会定例会を開

会します。                     （午前１０時００分開会） 

直ちに本日の会議を開きます。           （午前１０時００分開議） 

議事日程第 1 号はお手元に配布のとおりであります。（別紙のとおり） 

 

◎ 日程 1 番 会議録署名議員の指名 

○ 議長 笹木 英二 日程 1 番 会議録署名議員の指名を行います。 

  会議録署名議員の指名は、会議規則第 120 条の規定により議長において 

宮 元 哲 夫 君 

堀   広 一 君 

の両君を指名します。 

 

◎ 日程２番 会期の決定 

○ 議長 笹木 英二 日程２番 会期の決定を議題とします。 

  先に、議会運営委員会委員長から９月６日開催の議会運営委員会での本定例会の運

営について報告の申し出がありましたので、これを許します。 

○ 議長 笹木 英二 議会運営委員会委員長 宮元 哲夫君、報告願います。 

○ 議会運営委員会委員長 宮元 哲夫 議長の許可をいただきましたので、第３回定

例会の運営について、去る９月６日に開催いたしました議会運営委員会の協議結果に

ついて、報告いたします。 

  本定例会に付議され、提案されている議案は、町長の提案に係るものとして、平成

２３年度各会計補正予算２件、条例の改正１件、財産の取得１件、同意案として教育

委員会委員の任命１件、公平委員会委員の選任３件、財政健全化判断比率等の報告１

件、平成２２年度各会計決算認定７件の合わせて議案１７件であり、また、議会から

発議１件、意見案２件及び会議案１件などが予定されております。尚、案件中、平成

２２年度各会計決算認定７件は一括提案とし、議長と議会選出の監査委員を除く全議

員による決算特別委員会を設置し、これに付託し９月１４日、１５日の２日間で休会

中の審査とすることにいたしました。 

  一般質問についてでありますが、９月２日午後５時の通告期限までに２名の議員か

ら通告があり、本日１３日に一般質問を行うことにいたしました。 

  以上のことから、本定例会の会期については、決算特別委員会の審査期間を考慮し

て、本日１３日から９月１６日までの４日間としたところであります。 

  最後に、定例会毎にお願いしておりますが、議員の質疑及び町側の答弁については

簡潔明瞭にされ、議事運営に特段のご協力をいただきますようお願いを申し上げ、議

会運営委員会の報告といたします。 

○ 議長 笹木 英二 以上で議会運営委員会の報告を終わります。 

 お諮りします。本定例会の会期は、ただ今議会運営委員会委員長から報告のとおり、
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本日１３日から１６日までの４日間としたいと思います。これにご異議ございません

か。（異議なしの声あり） 

○ 議長 笹木 英二 異議なしと認めます。よって会期については、本日から１６日

までの４日間とすることに決定しました。 

 

◎ 日程３番 諸般の報告 

○ 議長 笹木 英二 日程３番 諸般の報告を行います。議長会務報告・例月出納検

査結果報告はお手元に配布のとおりでありますのでご覧願います。 

○ 議長 笹木 英二 以上で諸般の報告を終わります。 

 

◎ 日程４番 行政報告 

○ 議長 笹木 英二 日程４番 行政報告を行います。行政報告はお手元に配布のと

おりでありますのでご覧願います。 

○ 議長 笹木 英二 以上で行政報告を終わります。 

 

◎ 日程５番 一般質問 

○ 議長 笹木 英二 日程５番 一般質問を行います。 

 通告に基づき、発言を許します。 

○ 議長 笹木 英二 宮下裕美子君、ご発言願います。 

○ 議員 宮下 裕美子 通告書に従い一般質問を行います。 

  最初の質問は、町民の移動手段の確保についてです。平成１９年１２月定例会一般

質問において、月形町における民間タクシーの必要性と援助の必要性を訴えてきまし

た。その時のことを要約しますと、月形町においては、高齢化が進むあるいは公共交

通機関の利便性の悪さ、福祉タクシーがあるものの利用要件の狭さ、スクールバスが

運行されているものの主体は通学であり住民混乗をする場合に昼間の運行が尐ないな

ど日常生活での利用の不便さが感じられるということから、民間タクシーが必要であ

ると考えました。 

  また、万が一にも民間タクシーが営業できなくなり、公営タクシーで営むような場

合になっては、経費が嵩むことも指摘しています。その時にいくつかの提案をさせて

いただきました。現在、それらの提案を基にいくつかの施策が実施されていますが、

大きなものでは、ぬくもり福祉券によるタクシー利用促進が平成２０年度から始まっ

ています。また平成２１年度から本年度までの３年間で補助金の直接支援が行われ年

間２００万円です。そして町立病院の非常勤医師の送迎においてもタクシー利用がさ

れています。これらの施策により民間タクシーの利用は着実に伸びています。例えば

ぬくもり福祉券のタクシーに対する支払い分を見ると平成２０年度は２１９万円、平

成２１年度は３０５万円、平成２２年度は３３７万円になっています。これはタクシ

ーの利便性が理解されたということと、タクシーを利用することに抵抗が薄くなった

ということではないかと考えています。 

タクシーの利用を見ると町立病院への通院や町内での買い物、温泉などが多いと見



3 / 45 

 

受けられます。もう一つ、町立病院非常勤医師の送迎の利用増加もあります。常勤医

が２名体制になって非常勤医が増加したこと、送迎距離の増加などによりタクシー利

用初期では年間２２０万円ほどだったものが、現在３００万円程度の支払いが生じて

いることも確認しております。 

このように民間のタクシーは、町民の生活にある程度認知されタクシーの利用率も

上がっている一方、町民の利用が妨げられる状況が出てきています。例えば頻度は尐

ないですが、町立病院の医師送迎のために２台ともタクシーが使用されていて、その

時間は町民が利用できないということが発生しております。具体的には各週月曜日前

後は内科の代替医と皮膚科医が利用しています。まれには冬期間の天候悪化時には通

常は自力で通勤している遠方の非常勤医が悪天候のためタクシーを利用することもあ

るそうです。町立病院で普段の診療科以外の診療がある時は、町民の利用が集中する

という中で、医師の送迎と通院あるいは昼間の買い物など利用希望が重なっている状

況の中で、町側の利用が優先され、町民のタクシーの利用が妨げられることが発生し

ていることは問題があると考えます。 

  そこで質問ですが、町民の移動手段確保のために国に制度改正を働きかけて民間タ

クシーが２台体制で認可された経緯、様々な補助金等を注ぎ込んで民間タクシーを維

持しようとしたにもかかわらず、町が関係する業務で使用され、町民の利用が妨げら

れていることに問題があるのではないでしょうか。町長はこの状況をどのように考え、

何か対策を考えているのか、お伺いいたします。 

○ 議長 笹木 英二 町長。 

○ 町長 櫻庭 誠二 お答えさせていただきます。宮下議員ご指摘のとおり医師送迎

については、第２・第４月曜日、岩見沢市立病院、札幌斗南病院へタクシーを依頼し

ており、１時間もしくは３時間は２台のタクシー利用ができない時間帯があることは

承知しているところであります。それとは別にタクシー事業者においても２台運用が

経営的にかなり厳しい状況があって、数年前より増車したいということがありました。

先日、近々に３台へ増車したいという聞き取りはしましたが、これは増車申請ですか

らその後の許可がいつ出るかということは分かりませんが、タクシー業者も２台体制

では採算コストがかなり厳しいというところでもあります。私たちが医師送迎を含め

たことが、タクシー業者にとって経営プラスになっている、私たちの町からタクシー

業者が撤退しないという保障になっていると感じているところであります。 

○ 議長 笹木 英二 宮下裕美子君。 

○ 議員 宮下 裕美子 今後の対策をどのように考えているのか答弁がなかったの

ですが。 

○ 議長 笹木 英二 町長。 

○ 町長 櫻庭 誠二 タクシー業者が２台体制から３台体制にする増車申請をすぐ

に起こすと聞いておりますので、これをもって今後の対策と考えております。 

○ 議長 笹木 英二 宮下裕美子君。 

○ 議員 宮下 裕美子 今の答弁で増車申請されることをはじめて聞きました。それ

は町民にとっても良い話題であると考えますが、そこで新たな疑問ですが、今まで様々
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な支援対策を行ってきた中で、増車することでより一層、支援を増やして行かなけれ

ばならないものでしょうか。それとも現状の支援体制あるいは縮小することにより民

間業者は３台体制でより経営が健全化するので、町の支援は尐なくするなど、その説

明をしていただきたいと思います。 

○ 議長 笹木 英二 町長。 

○ 町長 櫻庭 誠二 補助については基準があり、その中で２年間２００万円を補助

していますので、３台体制になった時の補助についても同じ補助率で対応したいと考

えております。 

○ 議長 笹木 英二 宮下裕美子君。 

○ 議員 宮下 裕美子 ３車体制については、これから検討する余地があると思いま

すので、追々、十分にチェックしながら見て行きたいと思っていますが、民間タクシ

ーが３車体制になると言っても、タクシーだけに町民の移動手段の確保を委ねるとい

うことには、いささか疑問があります。 

  今、月形町ではスクールバスが住民混乗という形で運行されています。来年度は札

比内小学校の統合により、３台目のスクールバスが購入されますし、子どもたちの通

学には３台目の必要性は十分に感じていますが、昼間スクールバスが余剰になるので

はないかと考えています。町民の声を聞くと、昼間の時間帯の増便が先ほど言った町

立病院の通院や買い物など利便性が増すことも聞いていますので、スクールバスの昼

間の運行を増便することはできないのか。またスクールバスの主体は通学ですが、も

う尐し利用範囲を拡張して地域交通としての認識を拡大できないのか、スクールバス

に関連してお伺いしたいと思います。 

  もう一点、今、スクールバスだけでなく様々な総合的な移動手段によって、町全体

としての補助金を減額する方向に行かないか。そのような検討も必要ではないかと思

います。例えば、通院の利便性を考えてバス運行時間を尐し調整する、町立病院の医

師送迎と診療科をうまく組み合わせることにより、これは医師側の都合もありますが

１台体制で送迎できるような体制に組み替える、福祉や教育、官や民間の枠を越えた

総合的な移動手段の検討として、当別町で行われているコミュニティバスのようなシ

ステムをやってはどうか。これはその地域全体にあるスクールバスや高齢者福祉施設

で使っている送迎バス、障害者福祉施設で使っているバス、幼稚園バスなど様々なマ

イクロバスが町内には行き来していて、今はそれぞれの団体が使っていますが、当別

町では官・民のものを一元化した上で運賃や運行体制を整えて当別町ふれあいバス事

業としてコミュニティバスを運行し、すでに５年の実績があり、様々な改定はされて

いますが、尐ない税金で町民の足の確保、利便性を確保するよう検討に入っています。 

  先ほど町長はタクシーを３台体制にすることにより改善すると言いましたが、勿論

それも一つの方法であると思いますが、民間業者の努力だけでなく町側として、もう

一歩進めた住民の移動手段の確保という検討はなされないのか、この提案についてご

意見をお伺いいたします。 

○ 議長 笹木 英二 町長。 

○ 町長 櫻庭 誠二 現在、私たちの町で中央バス岩見沢月形線については協力して



5 / 45 

 

いるということで、民間との協力体制はやっております。新篠津バスの運行について

も補助金を出しているところでもあります。 

  スクールバスがこれから３台になっていくということのご指摘についてはそのと

おりですし、これからのスクールバスの運用については係から説明させます。 

  医師の送迎について、１台で運用できないかということでしたが、現在、医師のシ

フトは全体に関わる部分では、現在の体制を変えにくいという医師の判断があります。 

  コミュニティバスが私たちの町で本当に可能かどうか、簡単に福祉施設の送迎バス

を住民対応として使えるのかということは、極めて難しい問題があると思っています

が、間違いなく私たちの町の交通機関の利便性が良くないということは重々承知して

いるところですが、利用者数ということになってくると、当別町とは比較にならない

ほど利用者数が尐ないのが事実であると思っていますし、私たちの町には鉄路として

ＪＲ北海道が列車を走らせてくれていますが、今、ＪＲ北海道から提案を受けている

ことは、当別から北に向かって鉄路の廃止を含めた検討をしてくれという提案を投げ

かけられているところですから、鉄路利用者、高校生だけではなく町民の利用者数が

減っていくということになると、これに拍車が掛かっていく、それが月形高校存続の

大きな鍵を握っていくのではないかという心配をしているところでもあります。 

  最初の提案であった、医師の送迎に使用していて住民の利便性については、１台で

なく２台使用してもタクシー業者が３台の運用可能になれば、それほどの不便を掛け

ないと理解しております。 

○ 議長 笹木 英二 教育次長。 

○ 教育次長 古谷 秀樹 スクールバスの運行については、平成２４年度から３台体

制になるということから、通学以外に利用できないかということについてお答えした

いと思います。 

  平成２４年度からの運行体制ですが、ご案内のとおり現在、南コースの運行時間が

長いということで、これらを解消するために今年度購入する中型バスについては北コ

ースを専門として走らせます。それから南コースについては現在の中型バスとマイク

ロバスの２台を国道の上下で運行させるということで、乗車時間の短縮を図って行き

たいと考えるところであります。また、余剰がでないのかということですが、現在、

通学以外での学校行事で利用するバスの運行についてご承知のとおり水泳・スキー授

業、社会科見学、遠足、部活動、中体連など町行事への参加ということで、平成２２

年度の実績ですが、年間中型バスで８１日、マイクロバスで５１日程度の運行がござ

います。加えて入学式、卒業式、始・終業式、授業参観、中間・期末テスト、新入学

児童の午前授業など繰り上げ下校などがあって、これらに対応する臨時便の運行が年

間中型バスで１８日、マイクロバスで２８日ある状況でございます。合わせて、合計

中型バスで９９日、マイクロバスで７９日という状況で、増便となると午前中の授業

が終わるまでに運行させることは可能であると思いますが、果たしてそれが住民が求

めるニーズに合っていくのか、そのことも今後検討しなければならないことであると

思っていますし、教育委員会としてはそのような状況にあるということです。 

○ 議長 笹木 英二 ３回の質疑が終わっています。答弁漏れなどありましたか。 
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○ 議員 宮下 裕美子 ぜひ、もう一度、質問させていただきたいのですが。 

○ 議長 笹木 英二 特別に許します。宮下裕美子君。 

○ 議員 宮下 裕美子 ありがとうございます。先ほど色々な答弁をいただきました

が、スクールバス、鉄道利用にもそれぞれ事情があると思います。その中で利用者の

人数が尐ないことがポイントとして挙げられていましたが、現在だけでなく将来的に

見て月形町は高齢化が進みますし、必ず移動手段の確保は、より一層、大変な行政課

題になると思いますし、タクシーでそれを全て補うことはかなり難しいことですし、

コミュニティバスが可能かどうかは今も難しい課題はたくさんあると思いますが、う

ちの町は他のまちに比べて施設が多くあって様々なバスが運行されていますので、そ

れらをうまく一元化できるとすれば行政が音頭を取って進めなければならない、その

課題の一つとして、それを取り上げていっていただきたいと考えています。先ほどの

鉄道の関係においても下車してからその先の交通機関が無い、例えばタクシーなども

常にすぐそこに停車していませんし、それらも含めて月形町全体の交通・利便性の確

保・移動手段の確保というものを、もう尐し行政の縦割りの枠を越えて検討する必要

があるのではないかと考えていますが、最後にこの点だけお伺いしたいと思います。 

○ 議長 笹木 英二 町長。 

○ 町長 櫻庭 誠二 福祉施設のバス利用ということの最後の質問か確認ができな

かったのですが、先ほど言いましたとおり、新篠津月形線は篠津バスに運行協力して

いますし、岩見沢月形間についても同じような形態で協力していますが、それは利用

者が減っては、公共交通機関が撤退していく危機感の中でやっていることは事実です

し、ＪＲについても同じような形態で、ある程度の利用者数を確保しないとＪＲは撤

退しなければならない。当別町における町内循環ということで、公共機関との競合な

しでやっていると理解していますし、当別町においては利用者数が多いということで、

当別町自体のＪＲへの要望は複線化や電化・快速化ということですから、全く状況が

違う中にあるということを理解していただいた上でなければ実施にならないと思いま

すし、施設所有の送迎バスがそのような形態で使えるかどうかについても、今お話を

聞いたところですので、これを即答することは無理であると思っています。 

○ 議長 笹木 英二 宮下裕美子君。意見があれば、他の場面において伺っていただ

きたいと思います。これで打ち切りますので、次の質問に入って下さい。 

○ 議員 宮下 裕美子 ２点目の質問です。生ごみ処理に対する考え方について質問

いたします。月形町における一般ごみ処理全般の考え方については、平成２３年６月

定例会の一般質問で、当時、町長職務代理者であった土橋副町長に確認しています。

要点をまとめると岩見沢市・美唄市の広域処理を前提に検討する。処理方法は他の自

治体の方針が出てから決定する。廃棄物減量化推進審議会等の方針が出るまでは開催

しない。協議会や埋め立て処分場の地元住民への説明も同様である。月形町として主

体的な考えはないという答弁であったと捉えています。 

  この答弁に対して非常に不満で、小さい自治体でも独自の考えで様々な検討を重ね

て方針を決定すべき、また検討過程で町民との協議や説明があるべきと考えています。

ごみ処理全般についてまとめましたが、この部分について町長と私との認識の違い等
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がありましたら、答弁の中でお答えしていただきたいと思います。 

  本題の「生ごみ」処理についてですが、広域処理において新聞などの報道によると

「生ごみ」処理の取り組み方が現在の協議のポイントになっています。美唄市・岩見

沢市共に独自の考え方を示しており、美唄市は堆肥化、岩見沢市は一般ごみと共に焼

却へ方向付けされていると新聞等で見聞きしています。それと別に月形町の事情とし

て埋め立て処分場の環境改善が強く求められており、それには何らかの「生ごみ」の

処理が必要であるということで、これからのごみ処理においては「生ごみ」処理が大

きなポイントになると考えています。現在の社会状況は循環型社会の構築が求められ

ていて、「生ごみ」は資源と捉えられています。例えば焼却した場合でも燃焼熱の利用

や熱を発電に使う、「生ごみ」をバイオマスガス化して発電や燃料として利用する、堆

肥化・肥料化などの取り組みもあります。町長のこれまでの発言と政策においては、

循環型社会の構築を表明していて、ペレットストーブ等の助成に見られるようにバイ

オマスなどの活用も行われています。また積極的な植樹活動や林業の振興、電動生ご

み処理機やコンポスト容器の購入助成など行われていますが、「生ごみ」を有効活用す

る考えが延長線上にあるのではないかと感じています。しかし今まで「生ごみ」処理

に関する明快な方針を聞く機会はありませんでした。 

そこで質問いたします。現在協議中の広域処理において、また町内最終処分場の環

境改善においても、「生ごみ」処理が重要な課題になっています。環境や循環型社会を

政策の柱にしてきた櫻庭町長は、その鍵となる「生ごみ」をどのように処理すべきだ

と考えているのでしょうか。 

○ 議長 笹木 英二 町長。 

○ 町長 櫻庭 誠二 ご指摘のとおり、現在の地球環境上、資源活用においても「生

ごみ」を有効活用すべきであると考えていますし、コンポスト導入や電動生ゴミ処理

機の導入について、コンポストは平成１３年から１３０個、電動生ごみ処理機は平成

１９年から１１６個が月形町民の家庭に導入されております。現在考える中で月形町

は農村社会ですから周りを見渡した時、農家もしくは農村環境に住んでいる非農家の

人たちは「生ごみ」を最終処分場に持っていくことはしていないと思っていますので、

それを考えた時、戸数として１６４５戸と法人もありますので尐人数家庭ということ

ではないですが、約３分の１の「生ごみ」が最終処分場に出ていないと感じていると

ころであります。今後においてもコンポスト、電動生ごみ処理機の導入を図ってもら

って、福祉法人については私たちの町では鶏卵生産するということで、農業に直接関

わって既に「生ごみ」の飼料化をやっている法人、ＥＭ菌製造で「生ごみ」を堆肥に

向かってやっている法人もありますし、その法人については農業生産もやっています

ので、それがしっかりそちらの方向に了解いただきまわっていく状況の中で、最終処

分場へ投げなければならないものがどれだけあるのかが問題になってきますが、それ

については私たちの町が調査もしくは意向について確認していないところであります。

出てくる「生ごみ」の量によって、これからの処理方法等色々な場面が想定されると

思っていますが「生ごみ」を即、一般廃棄物として処理することは考えておりません。 

○ 議長 笹木 英二 宮下裕美子君。 



8 / 45 

 

○ 議員 宮下 裕美子 今「生ごみ」の実態調査をしていないという発言は非常に驚

きました。今、広域処理のポイントが「生ごみ」をいかに処理するかということで動

いている中で、月形町の実態が十分に把握されていないということ、最終処分場に月

形町全体の戸数の３分の１は入っていなくとも、今入っている「生ごみ」で相当のカ

ラス被害、アライグマの被害あるいは臭気、汚泥、汚水問題が発生して近隣の地元住

民が苦情を訴える事実がある中で、それに対して認識が甘い答弁であったと思います。 

  先ほどコンポスト１３０個と電動生ゴミ処理機１１６個という答弁がありました

が、約３、４年間でこれだけやって実際１６４５戸のうちの、合わせて２４６戸と約

１５％しか導入されていないので、農村地帯で３分の１が自家処理してもそれ以外の

一般の人たちの「生ごみ」は最終処分場に入っていますので、「生ごみ」処理に関して

課題は大きいと認識しています。それから今年６月定例会の一般質問の答弁のように

広域処理で私たちのごみ処理が進みますが、私たちのごみ量がどれほどあるかという

ことで、例えば今岩見沢市が打ち出している焼却炉を建設する場合に、私たちの町の

ごみ量や質が正確に把握できなければ、建設時の規模や負担金を決定する時、逆に言

うと割の高い支払いを要求されかねないので、ごみの質あるいは生ごみの量を含めて

早急に調査すべきですし、処理に関しても今まで行われていたものだけでは全く足り

ないので、これを続けていったところで最終処分場の環境は改善されないので、そこ

には新しい手を打たなければならないと思いますが、その点について町長はどのよう

に考えているのでしょうか。   

○ 議長 笹木 英二 町長。 

○ 町長 櫻庭 誠二 先ほどの調査していないという発言ですが、「生ごみ」を投入

していない農家もしくはそのような人たちの戸数を調査していないということで、「生

ごみ」の量、一般廃棄物の量を含めたものは調査済みですので、その点は誤解のない

ようにしていただきたいと思っております。 

 

○ 議長 笹木 英二 暫時休憩します。        （午前１０時４０分休憩） 

○ 議長 笹木 英二 休憩前に引き続き会議を再開します。 

                           （午前１０時４１分再開） 

 

○ 議長 笹木 英二 町長。 

○ 町長 櫻庭 誠二 最終処分場の環境改善における「生ごみ」処理をどのように考

えているのか、手立てをどうするのかということですが、昨年、一昨年の住民側の希

望の中で、かなりきちんとやってもらわなければ困ると叱責をいただいた中で、昨年

から覆土についてもしっかりやる、殺虫剤散布もしっかりやっている中では、異臭を

含めた鳥害対策についても効果としては、尐しずつ上がっていると理解しているとこ

ろでありますが、「生ごみ」を全量入れない状況で考えた時、これらが即できるという

ことは無理であると考えますが、先ほども言いましたとおり「生ごみ」についてはし

っかりした処理を量を含めて、今の段階で何がベストなのかということは正直判断が

つかないと考えております。色々な方式があり、良い点もあれば悪い点もある状況で、
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これは２７年度の岩見沢との今の状況ですが、焼却処分をしていくという時間の中で、

うちの町もしっかり議論して行かなければならない問題であると考えております。 

○ 議長 笹木 英二 宮下裕美子君。 

○ 議員 宮下 裕美子 非常に驚いているのとがっかりしているのが現実です。「生

ごみ」の処理をどのようにするかという方針が全然無いというのは、最初に２年ほど

前に美唄市と高圧処理をやろうということが出た時から一旦そちらに進んで、あるい

は白紙撤回してから、様々な議論がうちの町だけでなく相手先の美唄市や岩見沢市で

も行われていて、それらが報道されていて、私も議会の中で「うちの町はどのような

スタンスなのか。」と常に問うてきたと思っていたので、それがちゃんとした答えが出

ないまでも検討されていると思っていましたが、今の答弁ですと広域処理ありきでう

ちの町の主体が無いということで驚いています。広域処理に向かう、向かわないにし

てもうちの町がどのようなごみ処理をするのか、最初に言いましたが、特に「生ごみ」

の扱いをどのようにするかということが重要な案件ですので、やっていないという以

上何とも言えないですが、これからのスケジュールで２７年度までの最終的な完成ま

で検討するという悠長な次元でないと考えますが、町長は今後どんなスケジュールで

この部分について検討していくのか、あるいは先ほど提案した各種審議会の地元の方

あるいは協議会なども含めて、町民と一緒にそれらを考える機会を設けていただける

のか、お伺いします。 

○ 議長 笹木 英二 町長。 

○ 町長 櫻庭 誠二 ６月定例会の一般質問で町長職務代理者の副町長の答弁で「生

ごみ」の試験操作をやっていると報告したと聞いていますし、ここに向かっていく、

このようなプラントでやるという方針は今出せないと言っただけで、それも含めて検

討しているということですから、それをしてがっかりした、町は何もやっていないと

いう言われ方はかなり遺憾に感じるところであります。 

  何度も言いますが、最終的には自分たちの町で出した「生ごみ」は自分で処理して

いくことが基本であると思いますので、そこをしっかり抑えていただき、法人や事業

所の皆様にもそれを含めてしっかりやって行きましょうということなので、全く何も

やっていないという評価だけはやめていただきたいと思います。 

  地域住民や廃棄物減量等推進審議会などの意見を聞くのかということですが、先般

廃棄物減量等推進審議会を開催し意見を聞くということで、話をさせていただいたと

ころです。 

○ 議長 笹木 英二 今後のスケジュールについて聞いていましたが、月形町として

今後どのようなスケジュールでいくのか。近隣の動向を見ているのか。今後近隣の美

唄市と岩見沢市との関係を考えていると思います。 

○ 議長 笹木 英二 町長。 

○ 町長 櫻庭 誠二 一般廃棄物処理については、これから岩見沢市から月形町に対

してアクションがあると思っていますが、現在それについてアクションはございませ

ん。 

  それから「生ごみ」を共同広域処理することは全くなく、美唄市が堆肥化に向かっ
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ていく目標年次を２５年と明確にしていますが、私たちの町は何度も言いますが、食

料、加工業を含めた製造業、事業所等々が人口比率に対して極めて尐なく、そのよう

なことでは「生ごみ」を自分たちの手で最終処分場に持っていかない、中間施設に持

っていかない努力があって、その次に残った総量をどうするかということは、入れる

プラント等を考えた時に、まだまだ検討して行かなければならないと思っていますが、

「生ごみ」を一般廃棄物場に捨てる。一般焼却することは是認はしていないと言わせ

ていただきます。 

○ 議長 笹木 英二 ３回目なのでよろしいですね。 

 

○ 議長 笹木 英二 暫時休憩します。        （午前１０時４８分休憩） 

○ 議長 笹木 英二 休憩前に引き続き会議を再開します。 

                           （午前１０時５２分再開） 

 

○ 議長 笹木 英二 宮下裕美子君。 

○ 議員 宮下 裕美子 ３点目の質問です。地域防災組織強化にむけた施策及び支援

についてです。地域防災組織の重要性は、これまでの一般質問で何度か行って確認済

みです。現在、月形町では補助金制度があって、行政区での取り組みを後押しするた

め、昨年度から３年間の計画で、防災活動を行った行政区に対して補助金が支給され

ています。この補助制度により、各行政区では防災訓練や名簿作成など積極的に取り

組んでいると聞いていますし、私の住居地の行政区でも様々な取り組みがされていま

す。 

  これとは別に今年３月東日本大震災の発生で、町民を含めた国民全体の意識の変化

が見受けられます。備えや地域防災組織の必要性を強く実感しているものと考えます。

しかし、実際の場面を見ると地域防災組織を行政区が独自に構築していくには非常に

難しい場面があります。災害時、地域で活動できるのは、どこかの組織に属している

人ではなく、一般町民、特に高齢者や女性、児童・生徒により地域活動がなされる実

態を考えた時、防災知識を持った指導者あるいはリーダが必要であると考えています。 

  そこで町長に質問します。社会状況、補助制度などにより町民の防災意識は高まっ

ているものの、それを形にするには今一段の対策が必要であると考えていますが、今

後の地域防災組織の強化をどのように考え、対応していくのでしょうか。 

○ 議長 笹木 英二 町長。 

○ 町長 櫻庭 誠二 月形町の形態を考えた時に昭和５０年には石狩川堤防の一部

が越流する状況で市街地に相当の床上浸水があったことも事実ですし、その時は自衛

隊も含めてボランティア組織の救援、復旧の手助けがあって、現在の私たちの町があ

ると思っていますが、役場職員の中で昭和５０年の災害を経験しているのは土橋副町

長ただ一人という状況であります。そのことが風化していくことが一番怖いと思って

おりますし、３．１１の東日本大震災においても、昭和６年に大津波があってその時

の教訓を生かした所とそれを忘れてしまった所では、地域によっては被害に大きな差

が出ているということも多くの震災検証の中で学ばせていただいたところでもありま
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す。ご指摘のとおり災害にはしっかり対応して行かなければならないものと考えてい

ます。昨年、町として総合防災訓練を行いたいということで方針にも打ち出していま

したが、北海道開発局が６月に石狩川左岸旧北村堤防地において水防訓練を行うとい

うことがあり、その時に消防団長が「一年のうちに二つの行事をやることは消防団と

しても厳しいので、来年にしてもらえないか。」ということで、中止にした経過がござ

います。また９月４日については、岩見沢地区連合消防団演習を実施する予定になっ

ていましたが、皆さんご記憶のとおり９月２日から５日にかけて集中豪雤があって防

災訓練をやっている暇がないということで、これについても中止せざるを得なかった

ところでもあります。東日本を含めて私たちの団体が岩見沢地区消防が北海道の災害

派遣隊の第二次と第七次で東北に災害支援に行きました。私たちの隊区である美唄駐

屯地についても１８０名の隊員が１か月半程度の復旧活動に出ています。北海道開発

局でもっているテックホース災害派遣隊にも１３６名載っていますが、この人たちが

すぐ現地に赴き災害復旧に関わったという状況を考えた時、今私たちのまちで一番怖

いのは、石狩川堤防がかさ盛りになってこれが越流を破堤した時には、５０年当時と

は比較にならない大災害になる可能性があるということですから、組織との連携を密

にしていくということは、今後はより重要であるということを、今回の３．１１から

学ばせていただいたところでもあります。地域としての防災活動も重要なことでもあ

りますし、宮下議員発言のとおり、昨年から交付金の中に防災活動補助金ということ

でもらせていただきましたが、まさしく地域の中で中核となって防災、復旧活動をや

ってくれる人たちがいるべきであると考えていますので、ありがたいご提案をいただ

いたと考えておりますので、それについてはしっかり取り組んで行きたいと思ってお

ります。特に町民の皆様には数年前に配付した防災ハザードマップの中で、洪水被害

が可能性の高いまちと色塗りされてはっきり分かっていることですから、そういうと

ころについては、特に指導者を含めた育成についてもやっていきたいと思います。 

○ 議長 笹木 英二 宮下裕美子君。 

○ 議員 宮下 裕美子 まだ、提案はしていないのですが、知識を持ったリーダや指

導者が必要であると考えているということに対して、町長も指導者の育成が重要であ

るということだったので、地域にとってどんな指導者、育成方法があるのか提案した

いことがありますので、いくつか具体的な例を挙げさせていただきます。 

  昨年、市南行政区で防災訓練を行った時に江別市の消防あるいは江別市役所に協力

していただき、防災ファシリテーターを派遣していただき、その方はＤＩＧ（ディグ）

という災害図上訓練の一手法をその第一人者である道教育大の佐々木先生から直接指

導を受けて資格を取った方々に講師としてきていただき、町民の方々に防災の心得あ

るいはどのようなことが必要かという講義をしていただき、町民からも満足であると

いう言葉をいただきました。防災ファシリテーターの養成は長期間の時間を要します

し、ある程度の費用も掛かりますが、防災に興味のある職員あるいは町民の中でもま

た消防団員などから養成してはどうかと考えます。 

  民間の資格ですが、防災士というものがあり、これは民間団体がやっているもので

すが、防災全般に対して２日から３日の日程で全国数か所で毎年開催されていますが、
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講習費が約６万円の費用が掛かります。基本的な知識を系統立てて学ぶことができる

ので、このような方々が地域にいることによって、次の事業展開ができるのではない

でしょうか。そこで資格取得のための補助金制度などを設けてはどうかと考えます。 

  もう一つ、約半年前に起きた東日本大震災ですが、月形町からの職員派遣は現実に

はできなくて、現地の様子を町の行政活動に生かすことは直接的にはできませんでし

たが、民間の方々でボランティアとして現地に行った方が何名かいます。現地で活動

された方々が目にした現場の様子あるいは問題点や課題などを、町民を集めた中の講

演会という形態の中で町民全体に情報と経験を共有・活用できるような場面を設けて

はどうかと考えていますが、これらの提案について町長のご意見をお伺いします。 

○ 議長 笹木 英二 町長。 

○ 町長 櫻庭 誠二 最初の資格の部分については、積極的に取り組むという答弁の

とおりであります。 

  民間団体を含めたボランティア活動の講演会をやってはどうかということですが、

これについては民間団体だけでなく、例えば美唄駐屯地の司令はその関係についての

記録をしっかり持っていますので、そこに要請すればしっかりしたこともできると考

えていますので、要請をしっかり受け止めてくれる団体が必要ではないかと考えてお

ります。私たちでやることもやぶさかではないし、やりましょうということについて

は、去年ももう一点、同じような災害の質問があった時申し上げたことは、奄美大島

の「結」という日頃の町内活動の人と人のつながりが、災害に対して極めて有効だっ

たということで、勿論資格も大事なことですが、今、希薄に成りつつあると言われて

いる社会情勢の中で、地域町内会をしっかり、もう一度人と人のつながりについて、

この活動を通して重要な位置付けとして行きたいと考えていますし、昨年の老人クラ

ブ連合会の総会に出席した時に、市南地区の方から実は２か年に渡って防災訓練をや

っているからこれを老人クラブ連合会でやってはどうかという発言があり、今年老人

クラブ連合会が防災学習会を開いております。このように一つひとつのつながりが大

きく前進していくと考えていますので、積極的に取り組んで参りたいと思っておりま

す。 

○ 議長 笹木 英二 宮下裕美子君。 

○ 議員 宮下 裕美子 資格取得等については積極的に取り組んでいただけるとい

うことで、ぜひお願いしたいと思います。 

  それから民間団体だけでなく美唄駐屯地の司令のことを言っていましたが、組織の

方々のお話を聞くことも一つの方法ですが、先ほどから問題にしているのは、組織に

も属さない実際に災害時に地域で活動する一般町民のことです。特に高齢者や女性、

児童・生徒が防災訓練を身近に感じて、その人たちの意識が高まってくる、あるいは

スキルアップするためには、勿論、組織の長の方が組織としての実践を話すことも一

つですが、それ以上に民間ボランティアとして参加した、ごく普通の町民の方々の講

演会が必要ではないかと考えています。 

  それから「結」のお話をされていますが、それも重要であると思いますが、その点

については一般町民のつながりをいかに大事にするのかということは認識しています
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し、様々な手法は過去に月形町も十分なつながりがあった中できていますから、過去

に回帰することで取り組むことができると思いますが、地域防災組織を作り上げてい

く段階においては、防災の専門知識があって、体系的に防災を組み立てていく力がな

いとできないのです。その部分が今不足していると考えますし、その部分については

人を養成するということなので、多尐でもお金が掛かることですから、その部分の支

援を組み込んでいただき次に進んでいくべきと考えます。地域の核となり総合的に構

築できる人材の育成について補助など積極的に関わることを、今後どのように行政の

事業に取り入れていくのか、お答えいただきたいと思います。 

○ 議長 笹木 英二 町長。 

○ 町長 櫻庭 誠二 最初の答弁でそれについてしっかり取り組むという答弁をし

たつもりでおります。 

○ 議長 笹木 英二 時間ですので、終わります。 

 

○ 議長 笹木 英二 続いて、楠 順一君、発言願います。 

○ 議員 楠  順一 通告に基づき、町長に質問させていただきます。今回は本町の

住宅政策の推進について、その中でも特に民間住宅に対する施策に限ってお伺いした

いと思います。 

  平成２１年９月定例会の一般質問で、定住促進事業についてお聞きしましたが、平

成１７年の国勢調査では他町村から通勤して我が町に就業している方が５６９人とい

うことで、中身についてはその時に答弁をいただきましたので触れませんが、最新の

国勢調査が残念ながら出ていませんので古いデータしかありませんが、この時にも申

し上げたように、この状況は人口減尐に悩んでいるうちの町にとってもったいない。

すでに平成１７年から今年８月までに３００人以上の人口減があるという状況にあり

ます。この中で他町村から通っている人が一人でも多くこの町に定住していただくこ

とが、我が町の活性化にとって必要ではないかと考えております。 

  一方、現在、本町においては町営・民間を問わず賃貸住宅が慢性的に不足しており、

この点は本町の過疎地自立促進計画の中でも触れられておりました。 

  福祉施設等の職員が増えていますが、やむなく他町村から通勤する状況が見られて

おります。このようなことは私が知る限り賃貸住宅が満室で入れないという状況は他

町村ではあまり聞かないということで、非常にもったいないことであると思います。

民間賃貸住宅に焦点を当てて質問する理由は２点あります。 

１点目は、定住促進事業がありますが、我が町の人口減尐を食い止めることについ

ては、最終的にこの町に住宅を建てて将来も住み続けてもらい、子どもを産んで子育

てしていただくということが目標であることは当然であると思います。しかし、いき

なり本町に人生最大の買い物と言われる住宅を建てて住んでくださいと言っても、町

外の人にはハードルが高いのではと思います。せっかく我が町に通っている方がいる

し、この町で仕事を見つけて住んで働いてもらうことがスタートライン、そのために

は賃貸住宅に住んでもらいながら、我が町の良さを実感していただき、この町に安心

して住み続けようと判断していただくプロセスが必要であると思います。 
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２点目は、民間賃貸住宅に対する施策の効果が非常に高いのではないかということ

であると思います。入居者は当然ですが、アパートの建て主、建設業者に対してそれ

ぞれ効果を及ぼすと思います。更に町財政の直接的な貢献として住民税の増加、交付

税算定への効果、固定資産税の増加等、町財政に直接的に良い影響があるということ。

加えて、建設業や商業、学校や保育所の活性化にも寄与するということで、活性化の

ためには効果が高いと考えております。本町の活性化のための先行投資として民間住

宅に対する施策をぜひ検討するべきであると考えております。私も本町ではこの対策

を全くしていないと思ってはいません。先ほど申し上げた定住化促進事業の中で賃貸

住宅についても補助の対象にしていることは承知しております。 

 そこで質問ですが、現在の我が町の「定住化促進事業」は、どちらかというと持ち

家に重点が置かれているということで、賃貸住宅についての効果をどのように評価す

るのか、伺いたい。それから今後、その対策についてより効果的な対策にしていくた

めに、どのような方法を考えておられるか、お伺いしたいと思います。 

  通告書の中で安平町、更別村の例を挙げていましたが、特に安平町においては最大

賃貸住宅一戸あたり１８０万円と思い切った助成を設定しております。安平町は合併

した町ですが、人口は月形町の２倍強ということで、経済的に活性化している苫小牧

の通勤圏ということで、定住化促進に力を入れていると聞いております。この１８０

万円という金額が、現在うちの町は４０万円の設定ですが、これが妥当なのかという

ことはこれから議論の余地はあると思いますが、積極的に定住人口を増やしていく施

策の中で、賃貸住宅に力を入れるという方向性や考え方は学ぶべきものもあると考え

ますが、これも含めて町長のお考えを伺いたいと思います。 

○ 議長 笹木 英二 町長。 

○ 町長 櫻庭 誠二 答弁漏れがあったらお許しいただき、再質問していただきたい

と思います。確認ですが、最初が賃貸住宅に対する考え方ということで、これは民間

住宅ではなく公営住宅を含めた賃貸住宅ですか。 

○ 議長 笹木 英二 楠 順一君。 

○ 議員 楠  順一 最初に定住化促進事業に対する評価を聞いています。それと今

後、より効果的な内容にするために定住化促進事業の中で、賃貸住宅の扱いをどのよ

うに考えているのか。 

○ 議長 笹木 英二 町長。 

○ 町長 櫻庭 誠二 定住化促進事業の効果については、一度、楠議員の質問に対し

て答えていると思っています。私たちは相当な効果としてあったと理解しているとこ

ろでありますが、賃貸住宅ということでの楠議員の安平町のことであり、私たちの町

では定住化の中でも持ち家に対して町内業者利用者については一戸１５０万円という

ことでしたが、これについては賃貸住宅についても同じようにアパート形式であって

も一戸１７０万円が安平町で補助していると思っていますが、違いましたら再質問し

てください。 

○ 議長 笹木 英二 楠 順一君。 

○ 議員 楠  順一 今のは質問回数に入るのですか。私の質問を取り違えているよ
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うな気がするのですが。 

 

○ 議長 笹木 英二 暫時休憩します。        （午前１１時１６分休憩） 

○ 議長 笹木 英二 休憩前に引き続き会議を再開します。 

                           （午前１１時２０分再開） 

 

○ 議長 笹木 英二 町長。 

○ 町長 櫻庭 誠二 ただ今の質問で私の聞き違いなどで会議を止めたことをお許

し願いたいと思っております。最初に賃貸住宅について、これを定住化促進事業の中

でその効果ということですが、実績としては１件しかなく確か１棟４戸１６０万円の

補助をしたところですが、勤めている方が月形町に住んでいただいた経済効果いわゆ

る行政効果というのは、楠議員言われるまでもなくそのとおりであると考えています

が、賃貸住宅を提供するだけでその問題が解決すると思っていません。多くの刑務官

がうちの町を離れる、教職員の方が月形町に住んでくれない、教職員住宅が空いてい

ることは、現実的な姿としてあると思います。これの答弁については、前回も同じよ

うに申し上げました。勿論、町が小さくなるほど仕事が無くなっていきますので、ど

ちらがどうなのかということはあるにしても、現在も民間賃貸住宅として私たちの町

には６棟３４戸があり、これらの適正なところはどこなのかということ。公営住宅に

ついてはある程度昨年は充足している状況ですが、どんどん建てて民間住宅が逆に空

き家になるようでは悲惨な状況になると考えます。勿論言われる主旨はそのとおりで

あると思いますが、しっかりやらなければならないことであると思いますし、安平町

では、一戸１７０万円アパート形式１,７００万円までの補助ということで、これらが

本当にうちの町としてそのような補助をした時に、町民皆さんに理解してもらえるこ

とであるかということもありますが、慎重に検討していかなければならないと考えて

いるところでもあります。 

○ 議長 笹木 英二 楠 順一君。 

○ 議員 楠  順一 今の答弁で疑問があるのですが、１点目は、本町は住宅が充足

しているという答弁でしたが、決してそうではないと思います。先ほど質問の中でも

申し上げましたが、本町の平成２２年から平成２７年の過疎地自立促進計画の中でも

本町の住宅は供給不足であると書かれています。それについて認識として違うのでは

ないかと思います。 

  それと、どことなく町長の答弁が第三者的と言うか、人口が減っていくのはやむを

得ないと聞こえるのですが、行政側の立場としてそのようなスタンスはいかがなもの

か。人口減尐がある中で、いかに我が町の人口減尐を食い止めていくか、減らすのを

尐しでも減らしていくということが、特に町長は自立を掲げているので、その立場を

貫くのであるなら、本町に一人でも多くの方に住んでもらえる施策を真剣に考えてい

くのが、これからわが町の進むべき方向であると思いますが、その点についてと、そ

れとあらかじめ用意していた再質問ですが、賃貸住宅について、先ほど町民みんなが

賃貸住宅に入ってくれるかという懸念もあると思いますが、実は民間賃貸住宅が進ま
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ない要因はそこにあって、入居率が低いと採算割れするということがあるので、それ

をどうするかということが今建設業者や建て主も引っ掛かっているので、それに対し

て町として何らかの施策を打つべきではないかと思います。 

  例えば福祉法人が賃貸住宅の建て主に対して借り上げするあるいは中長期的に私

どもが責任を持って職員を入居させますという施策も、ちょっとした行政側の力添え

があれば進むのではないかと思います。再質問の１点目は、その点について、それか

ら先ほど町長の基本的スタンスについて疑問を投げ掛けましたが、それも含めてご答

弁いただきたいと思います。 

○ 議長 笹木 英二 町長。 

○ 町長 櫻庭 誠二 民間賃貸住宅ということで、先ほども申し上げましたとおり、

１棟４戸１６０万円の補助ができたこともありましたし、グループホームについても

かつては建設業協会が補助してグループホームを建てる動きがあって、早速それらに

ついての対応もしている。 

  それから今回、福祉法人の増床増設についても補助するということで、仕事確保を

含めてやっているというふうに考えておりました。 

  民間住宅の部分について私も福祉施設の施設長とお話ししながら、積極的な取り組

みをお願いしたいと言っていたところであります。その中で足りないものは行政側で

も検討しましょうということです。福祉施設が、国がやっているＰＦＩを民間のＰＦ

Ｉでやると、福祉施設の社宅、社員寮ということにすれば、例えば住宅手当が福祉施

設では発生しない。例えば当別町や江別市から通っている職員の交通費が安くなって

くるということでは、福祉施設にとってもかなりメリットが出てくると思っておりま

す。その部分でどのように足りないからどうということであるなら分かりますが、現

在も制度としてないわけではないので、それも含めて私たちは真摯にやっているつも

りであります。 

○ 議長 笹木 英二 楠 順一君。 

○ 議員 楠  順一 今の答弁で唯一、福祉施設の法人の代表者とお話して法人側が

何らかの提案・意思があれば、町としてもそれに応えるというふうに受け止めました

ので、その点はぜひその方向でお願いしたいと申し上げます。 

  最後の質問ですが、先ほどから町長のスタンスで、町民のニーズには応えるという

受け身のスタンスが感じられて残念ですが、特に自立のためのまちづくりを考えた場

合、人口減尐をどのように食い止めるか、その中で基本となるのが住宅施策ではない

かと思います。もっと強い意識で住宅政策を根本から考えていくことが必要ではない

かと思います。具体的には町内住宅の需要と供給をどのようにしていくのかというこ

と。例えば単身者、子育て世代、高齢者それぞれニーズをどのように捉えて、それに

どのように応えていくのか。住宅供給の目標を設定して政策的に誘導していくこと、

中長期的な住宅政策として今までうちの町では政策課題としてあまり捉えられていな

くて、唯一、外からの定住を増やしたいということで定住化促進はありましたが、本

格的な中長期的な住宅政策というものが無かったように思います。これについて改め

て月形町の行政課題として取り上げて、これを作っていくことが必要であると思いま
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すが、その点について町長の考え方をお伺いします。 

○ 議長 笹木 英二 町長。 

○ 町長 櫻庭 誠二 うちの町で一つには公営住宅にはマスタープランがあって、昨

年が見直しの時期でありました。目標戸数１７８それに対して現在は２２０数戸があ

りますし、十数戸は今空き室になっていますが、それは老朽化のため取り壊すという

ことですし、全く野放図にやっていると理解していない。 

  それから月形町の人口減尐の歯止めは、賃貸住宅を含めた住宅政策でベストである

というご発言ですが、先ほども申しているとおりこれだけの車社会の中で、本当に今

の経済の中で月形町に住宅を造ることだけで問題が解消するとは到底思えない、もっ

と違うことを、たくさんの検討をしながら進めていかなければいけないのではないか

と思っております。 

○ 議長 笹木 英二 楠 順一君。 

○ 議員 楠  順一 了解しました。 

○ 議長 笹木 英二 以上で一般質問を終わります。 

 

○ 議長 笹木 英二 暫時休憩します。        （午前１１時３１分休憩） 

○ 議長 笹木 英二 休憩前に引き続き会議を再開します。 

                           （午後 １時３０分再開） 

 

◎ 日程６番 議案第３６号 平成２３年度月形町一般会計補正予算（第３号） 

○ 議長 笹木 英二 日程６番 議案第３６号 平成２３年度月形町一般会計補正

予算（第３号）を議題とします。 

  提出者の説明を求めます。 

○ 議長 笹木 英二 副町長。 

○ 副町長 土橋 正美 議案に基づき逐条的に説明する。 

  補足説明 

  議案書６ページ、第２表 地方債補正でございます。今回は全て変更であり、空知

東部南地区広域営農団地農道整備事業他６件につきまして、事業量の変更があり、そ

のため起債の限度額をそれぞれ変更するもので、起債の方法・利率・償還の方法につ

いて変更はございません。 

  議案書１４ページ、２ 歳入 １４款 国庫支出金 ２項 国庫補助金 ２目 衛

生費国庫補助金９万８,０００円の補正増について、説明欄中、女性特有がん検診事業

補助金から、感染症予防事業費等国庫補助金に事業名の変更と事業量の増に伴う金額

の補正でございます。１５款 道支出金 ２項 道補助金 ２目 民生費道補助金２

６０万７,０００円の補正増について、１節 社会福祉費補助金は新たな事業で、内容

につきましては歳出で説明申し上げますが、１００％の補助事業でございます。５目 

農林水産業費道補助金１,１４７万２,０００円の補正増について、主なものとして、１

節 農業費補助金が１,１３３万７,０００円増額されるのですが、これは従来、道営土

地改良事業に伴う道のパワーアップ分が土地連から歳入されるということで、雑入で
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受けていましたが、今年度から道補助金に切り替わるということで、今回振り替えさ

せていただくものでございます。ただ雑入では２千数百万円見ていましたが、これに

ついては金額が大きく減尐されますが、事業量の減に伴う補助金の減ということでご

理解いただきたいと思います。１９款 繰越金 １項 繰越金 １目 繰越金３,１７

５万９,０００円の補正増について、これにより前年からの繰越金が７,２６８万７,０

００円ございました。今回の補正により、繰越金の予算額が４,４６１万５,０００円と

いうことで、２,８０７万２,０００円を予算留保しているところでございます。２０款 

諸収入 ５項 雑入 ５目 雑入２,４７１万９,０００円の補正減について、先ほど道

補助金のところでも説明しましたが、従来の道のパワーアップの上乗せ分が補助金に

切り替わったということで、全額ここからは減額措置をさせていただくものでござい

ます。 

  議案書２８ページ、３ 歳出 ２款 総務費 １項 総務管理費 ８目 財産管理

費２２２万６,０００円の補正増について、需用費の修繕料ですが、役場庁舎のボイラ

ーのセクションの傷みが激しいということで、今回取り替えさせていただきたいとい

うことで、補正させていただくものです。３款 民生費 １項 社会福祉費 １目 社

会福祉総務費２６６万８,０００円の補正増について、要援護者の情報システム整備事

業ということで、ハードウェア整備とデータ入力に掛かる人件費を今回補正させてい

ただいて、事業の目的としては、町内各福祉団体との共同や日常的な支え合い活動の

体制づくりのために、要援護者の情報を一括管理するシステムを導入したいというも

のでございます。これによって、福祉・民生・防災・消防の情報共有が図られ、災害

時等に迅速な避難支援体制が期待できる。それから福祉部門でも大きな役割が果たせ

るものと考えているところでございます。ちなみに要援護者の対象者、システムに取

り込む予定者につきましては、現段階で６５才以上の高齢者１２９５名、障がい者３

０１名で、このデータ管理を行いたいと考えております。６款 農林水産業費 １項 

農業費 ４目 農道費６３０万円の補正減について、道営農道整備事業負担金、空知

東部南地区広域営農団地農道整備ということで、頭首工に架かる橋で、この事業量を

尐し減額させていただくもので、これにより平成２５年度に頭首工に架かる橋の供用

開始予定でしたが、２年程度遅れる見込みになっております。５目 農地費２,９８８

万５,０００円の補正減について、土地改良事業をそれぞれやっていますが、事業量が

確定したため、今回補正させていただくものです。７款 商工費 １項 商工費 ２

目 観光費３,０００万円の補正増について、樺戸博物館整備事業で、博物館の展示改

修工事ということで、今回の目的は集治監が北海道内陸部の開拓に道路開削等の面か

ら大きく寄与した部分がございます。これが北海道開発の礎を築いた点などを中心に

入館者に分かり易く展示解説するために、改修事業を行うものでございます。これは、

春から調査設計費を組ませていただいて準備を進めておりました。今般、実施設計が

整い、冬の閉館時に改修を行い明年４月からのオープンに合わせたいということで、

今回補正をさせていただくものでございます。１０款 教育費 １項 教育総務費 

３目 教育振興費１０１万７,０００円の補正増について、幼稚園教育振興事業という

ことで、就園奨励費を当初予算１７０万円ほど見ていましたが、想定より入園者が多
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く、それに伴い当然就園奨励補助の該当者も増えるということで、補正をさせていた

だくものです。４項 社会教育費 １目 社会教育総務費２４万３,０００円の補正増

について、嘱託事務員の通勤費用を増額補正させていただくものです。５項 保健体

育費 ３目 学校給食費８１万５,０００円の補正増について、１名パートで雇用して

いた者を嘱託職員に切り替えるということで、振り替えの補正をさせていただくもの

でございます。１３款 諸支出金 １項 諸費 ３目 過年度返納金１２０万８,００

０円の補正増について、障がい者の各種給付事業の精算行為によって返還しなければ

ならない部分を補正させていただくものでございます。 

      （平田議員 午後 １時４０分退場） 

○ 議長 笹木 英二 ただ今説明が終わりましたので、質疑を行いたいと思いますが、

午前中、議運の委員長からお話がありましたとおり、前段のお話は多尐いいとしても

質問する事項については、分かり易く、短く、簡潔にお願いしたいと思います。午前

中の質疑を聞いていると、長くなって何を聞いているのか主旨が分からなくなること

もあったように思いますので、ご協力をお願いいたします。 

質疑ございませんか。 

○ 議長 笹木 英二 金子廣司君。 

○ 議員 金子 廣司 議案書３６ページ、観光費３,０００万円の補正についてお聞き

します。説明では、分かり易く説明するためのソフトを考えていると思いますが、こ

こに至るまで調査設計に入る前に約４００万円の予算を組んだと思いますが、その中

でどのようなことが見えてきてこのようなかたちに持っていったのか。ここでの３,０

００万円という金額はどのようなかたちの中身を考えているのか、説明願います。 

 （平田議員 午後 １時４３分入場） 

○ 議長 笹木 英二 産業課長。 

○ 産業課長 久慈 富貴 計画から若干申し上げたいと思います。樺戸博物館に掛か

る展示改修委託事業ということで説明申し上げましたが、昨年、国の円高・デフレ対

応のための緊急総合経済対策の補正の中で、地域活性化交付金としてご存じのように

きめ細やかな交付金と住民生活に光を注ぐ交付金の２本立てですが、町への配分があ

るということで、１２月上旪に国、道からまいったということです。道の方針として

は、その後１２月中旪までにメニュー出しをしなさいということで、過去の交付金も

そうですが、短期間で精査しながらどのような事業をやるかということで、１月１４

日の第１回臨時議会開催時の全員協議会で皆様にご説明申し上げているところであり

ます。その中で月形町としては、町の財産である樺戸博物館、囚人開拓においてこれ

らが貴重な財産を収蔵しているということから、かなり重要な施設であるということ。

それと開館後１４、１５年経っているということから老朽化という部分も多尐ありま

すし、先ほど申し上げた北海道開拓ということが重要視されてきている中で、うちの

集治監がその礎となっているということで、その部分が現在展示の状況では乏しいと

いうこともあっての配置換え、それをメインとして総体的な部分の改修ということで

始まったものでございます。なお、本来であれば改修工事費につきましてもこのよう

な交付金を用いればよろしいかと思いましたが、財政当局と協議した中で起債事業も
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ないということでございました。しかし、実施設計を掛ける以上は何年も置くもので

はありませんし、速やかに建設費が確定した中で実施していくということで、補正と

いうことで当初から予定しているものですし、その旨ご説明申し上げたように思いま

す。 

  設計内容につきましては、先ほど副町長も若干説明しましたが、明治維新に関する

出来事を本館で紹介したいということで、入って右側の部屋、大きな会議室がござい

ますので、そこを歴史テーブルや解説パネルを用いて、より分かり易い表現をしたい

ということで、解説パネルには更に樺戸集治監にまつわるものなどピックアップして

解説文とイラストまたは写真で展示する方向で考えております。 

  次に本庁舎の一番広い全景模型のある部屋ですが、集治監と監獄について紹介いた

します。集治監の目的・全国の集治監・樺戸集治監、それから全景模型を利用してＣ

ＣＤカメラを利用して、門から入って進む方向に従って色々な建物がございますので、

その建物をＣＧ画面で映し出すということで、あまり大きなものではありませんが、

ＣＧ技術を駆使した装置を入れたいと思っております。それと解説パネルも増やして

行きたいと思っております。実物の展示資料、本来から使われていたものを、本庁舎

Ｂエリアの模型のある部屋に納めたいと思っております。 

  次に新しい博物館本館ですが、ここには道路開削の展示を強調したいということで、

開拓経緯・囚人の使役の実態・峰延道路の開削物語・他の道路についての開削の様子

などを重視して展示して行きたいということでございます。 

  最後に農業研修館２階に田園空間パネルを展示している部分があり、かなり広く使

っているということがありますので、その余裕を利用して体験コーナーとして実際に

丸太の枕で寝ていた寝台の上に寝てみるなど暗いイメージにならないよう、だからと

いって明るいイメージにならないようにと、非常に難しい部分でありますが、体験コ

ーナーも設けたいということでございます。 

  その他農業研修館の１階の展示物がかなり古くなっているということで、その中の

整理を尐ししたいということで、１階のデータ更新の整理をする、模型を撤去して空

間を利用する、子どもたちの学習に対応できるような学校教育の内容のものも展示し

たい。このような内容でそれぞれ積算をしていただきました。その結果が実際には３,

００３万円、精査されて３,０００万円の予算になっていますが、経緯としてはこのよ

うな設計内容になっております。 

○ 議長 笹木 英二 金子廣司君。 

○ 議員 金子 廣司 おおよその姿は見えました。残念なのは、これだけの一般財源

を使うのであれば補正は分からないわけではないけれども、冬の閉館時にやりたいと

いうことも考えると多分今だと思いますが、春の段階で調査設計をやっているのだか

らちょっと期間があったと思うのですが、そうであればせめてもう尐し早い時期にこ

の内容の情報が尐しでも我々にあっても良かったのかな。いきなり出されて補正で組

んだから認めてくれというのも、ちょっと乱暴な気がしないでもないのですが、それ

をどのように考えているかお聞きします。 

○ 議長 笹木 英二 産業課長。 
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○ 産業課長 久慈 富貴 説明の経過につきましては、先ほど申し上げました１月１

４日開催の全員協議会の中で交付金事業の内容を含めた説明、平田議員からの質問を

受けて、私が主旨をお答えいたしました。それと３月１５日開催の予算特別委員会の

中で楠議員からの質問を受けて、具体的な内容を知らせてくれないかということで、

その段階でも知らせておりました。その内容につきまして現在大きく変わっていない

状況ですから、申し訳ございませんが本来であれば新たな説明を設けてやれば良かっ

たのかと思います。そのご指摘はお詫び申し上げますが、そのような経過で進んでい

たということで、ご理解願いたいと思います。 

○ 議長 笹木 英二 金子廣司君。 

○ 議員 金子 廣司 確かに説明は聞いていたけれど、私たちは実際にこれほどのお

金が掛かると想像していなかった。もう尐し小さい金額でできるというイメージでい

たので、あまりにも金額が大きかったので、もう尐し余裕があって我々に話があって

もいいのではないかという感じがしたのでお聞きしているのですが、大体、内容は分

かりました。これは認めざるを得ませんが、苦言になりますが、できるならもう尐し

こういう金額までなるのなら早い時期に情報やこのような姿になるという説明があっ

ていいという気がいたします。 

○ 議長 笹木 英二 副町長。 

○ 副町長 土橋 正美 これについては確かに情報提供不足であったという気はし

ていますので、今後改めて行きたいと思いますので、宜しくお願い申し上げます。 

○ 議長 笹木 英二 金子廣司君。 

○ 議員 金子 廣司 了解しました。 

○ 議長 笹木 英二 他に質疑ございませんか。 

 

○ 議長 笹木 英二 宮元哲夫君。 

○ 議員 宮元 哲夫 議案書３８ページ、社会教育総務費について、確認の意味で質

問したいのですが、説明欄を見ると嘱託事務員通勤費用ということで２４万３,０００

円の補正額ですが、今通勤費については以前も議会で問題になって取り上げられたこ

とがあると思いますが、通勤費を払ってまで採用する経過、この嘱託事務員は特別な

資格を持っている専門職員の採用なのでしょうか。 

  採用については、通勤手当ですから町外の方を採用していると思いますが、町内の

人間でいなかったのか。採用方法は公募して嘱託事務員を採用したのか、説明してい

ただきたいと思います。 

○ 議長 笹木 英二 教育次長。 

○ 教育次長 古谷 秀樹 ただ今の質問にお答えさせていただきたいと思います。大

きく専門性、町内からの採用、公募についてということで、順番が前後するかもしれ

ませんが、お答えさせていただきたいと思います。 

  今回補正の提案をさせていただきました通勤費ですが、町の嘱託職員の就業等に関

する条例に基づき、職員の給与に関する条例を準用させていただき支給するところで

ございます。当初予算におきまして、岩見沢からの通勤者２名につきまして自家用車
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の使用で積算しましたが、１名の嘱託職員につきましてバスで通勤するということで、

バス賃と自家用車使用分の差額が不足したということでございます。 

  公募についての考え方ですが、基本的に嘱託職員・臨時職員共に公募による採用を

基本とさせていただいております。教育委員会の現場におきましても複数のそのよう

な職員がいるのですが、例えば春にも使用させていただきましたが、特に専門性を必

要としない給食調理員や図書館事務員の補充につきましては、チラシやＩＰ端末等を

利用しまして公募して採用したところでございます。専門職種として例えば学校の非

常勤講師につきましては、当然教員免許がある方という条件がありますし、従来から

図書館に配置しております社会教育指導員につきましても、豊富な教職経験とかつて

本町に勤務され地域を良く把握されている方の中から選考採用ということで、公募に

よらない場合もございます。今年度から配置した職員につきましても、教育長が執行

方針で述べたとおり、文化芸術活動の振興を図る目的として、生涯学習講座の充実・

芸術鑑賞機会の拡大、更には子どもの見守り活動の強化ということで、総合的に推進

する職員として専門性を求めたことから、公募というかたちを取らずに今回選考採用

とさせていただいたいところでございます。なお選考にあたりましては、近郊の大学・

教育大学札幌校、岩見沢校及び空知校長会等にお願いして、教職及びその相当職を取

得している方という条件で適当な人材の推薦をいただき、それを受けまして私どもの

方で面接し、採用したところでございます。 

○ 議長 笹木 英二 宮元哲夫君。 

○ 議員 宮元 哲夫 今、教育次長から説明いただきましたが、広く公募をしないで

選考採用したということでありますが、町内でそのような人物がいなかったのか、あ

えてなぜ町外の人間をこのようなかたちで採用したのか、経過について説明していた

だきたいと思います。 

○ 議長 笹木 英二 教育次長。 

○ 教育次長 古谷 秀樹 先ほども申し上げましたけれども、大学あるいは校長会等

にお願いすることで今回選考させていただいたのですが、町内に適当な方がいないの

かと言われれば尐し反省するところですが、専門性ということから学校で生徒と関わ

りを持っていた先生から推薦をいただくのが、より良いのかなということで、推薦い

ただいたところでございます。 

○ 議長 笹木 英二 宮元哲夫君。 

○ 議員 宮元 哲夫 そうすると校長会からの推薦で嘱託事務員を採用したと理解

していいのですね。そのようなことであれば、当然教育委員会ですから校長会から便

宜を図ったという詮索せざるを得ないのです。嘱託職員はどのような人物か分かりま

せんが、聞くところによると校長先生の娘であるということを聞いているのです。そ

のようなことになると便宜を図って選考採用したのではないかと思われても仕方がな

いのではないか。そういう人物は月形町内にはいないのですか。それではこの職員は

どのような職務をやっているのですか。 

○ 議長 笹木 英二 教育長。 

○ 教育長 松山  徹 ひとつに個人情報の部分もありますので、詳細にわたってお
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話はできませんが、先ほど次長から教育職相当のということで、子どもたちと関わり

があった、福祉・心理士の資格を持った方ということであります。多くの市町村で見

られる例として、嘱託職員の採用について先ほど次長の言っていた教育の専門性・仕

事の特殊性で無から有を作っていく企画性がある、子どもたちと接する特殊性がある

ので、選考採用を取っている例は多く見られます。 

  例えば、空知管内では生涯学習アドバイザーや指導主事という名称で、市町村教育

委員会に配置されております。道や他府県では現業部門や医療職ということで、その

ような例は多々見られ、私どもも今回このようなかたちで空知教育局・教育大学札幌

校・教育大学岩見沢校または空知校長会や道の関係機関に照会し、推薦いただき、面

接しております。後段の便宜については例えばそのような職に就いている方々の親御

さんがいたら、校長・管理職・学校の先生また色々な職種の例はありますが、便宜を

図ったということは無いと思います。 

  町内にいなかったのかということですが、次長の説明のとおり今後情報を広く求め

て検討して参りたいと考えております。 

○ 議長 笹木 英二 今、宮元議員からの質疑の中で、仕事の内容を詳しく説明して

欲しいという答弁漏れがあります。 

○ 議長 笹木 英二 教育長。 

○ 教育長 松山  徹 仕事の内容については、３月議会でも尐し説明したとおり、

社会教育の拡充ということで、今年新たに演劇や音楽コンサートを鑑賞する機会を工

夫する、子どもたちの安全に関わって緊急に対応すること、また、給食センターにも

出向くこともあり、教育委員会の事務所が職員不在になることもある。このことはお

話していると思いますが、去年不審者情報があって一般の方が児童の下校時間に傘を

突き刺す事件があったので、そういう時に職員を出向かせるのですが、一人では何か

あった時に緊急連絡もできないので、単数ではなく複数で出向くようにしていますし、

町から公用車１台も配車していただきましたので、事務所が手薄になるということか

ら、その部分も含めてということです。 

○ 議長 笹木 英二 今、答弁を聞いていたのですが、宮元議員からは専門職かとい

う質問だったのですが、間違いなく専門職という答弁ではなかったと思います。今の

教育長の説明では、大卒の方であればこなせる内容のものと判断したのですが、間違

いなく専門職と言い切れればいいのですが。 

○ 議長 笹木 英二 教育長。 

○ 教育長 松山  徹 現在配置されている方は、教員相当職ということで認定心理

士の資格を持っており、経験も福祉やボランティアということで、経験も把握してお

ります。 

○ 議員 宮元 哲夫 ３回質問しましたが、納得いかない部分があるので、発言を許

可していただきたいのですが。 

○ 議長 笹木 英二 特に１回だけ発言を許します。宮元哲夫君。 

○ 議員 宮元 哲夫 今、教育長の説明で大体の内容は分かりましたけれども、例え

ば文化活動をやるための企画、あるいは手薄になった場合の留守番役などの業務は、
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今心理学の資格を持っていると言っていましたが、心理学を生かすような職務でもな

いようです。そうなるとわざわざ通勤手当を払って町外から採用することまでいかな

いと思います。今は就職難ですから、なぜ町内の人を雇用してあげられないのかと思

うのです。これは便宜を図ったのではないかと思われても仕方がないのです。今の説

明ですと、専門的な知識を駆使してやるような仕事ではないですよね。そのようなこ

とになれば、せめて町内から人選してあげる、大体選考で決めること自体が公平性に

欠くと言うか、本当に専門的な業務をやるわけではないのだから。裏でこそこそやる

のは止めていただきたい。 

○ 議長 笹木 英二 教育長。 

○ 教育長 松山  徹 ちょっと心外ですが、裏でこそこそということはなく、教育

局・教育大学・空知校長会等にきちんと照会して、空知校長会から推薦いただいてと

いうことで、面接して選考しております。それと、子どもまたは住民に接する観点か

ら心理ということは有効であると思って採用しています。理解していただきたいのは、

一般事務と違う性格が教育の中にはあるということを理解していただかなければなら

ないし、現在もいる社会教育指導員についても教職経験の豊富な人材ということで、

月形町また他の市町村では先ほど言いました経験のある方を選考して配置しているの

は事実ですので、ご理解いただきたいと思います。 

○ 議長 笹木 英二 宮元哲夫君。 

○ 議員 宮元 哲夫 了解しました。 

○ 議長 笹木 英二 他に質疑ございませんか。 

 

○ 議長 笹木 英二 楠 順一君。 

○ 議員 楠  順一 先ほど金子議員からも質問がありました議案書３６ページ、樺

戸博物館のことですが、ご承知のとおり、私は、月形は歴史を柱に町の活性化をすべ

きであるということで、博物館についても展示方法を見直した方がいいということも

申し上げて参りました。そんなことからこの事業について賛成という考えですが、そ

れならなおさら心配していることがあり、ひとつは私が申し上げていた展示方法の見

直しは主旨が伝わっていなかったかも知れませんが、普通、美術館等はやはり展示が

マンネリ化するということで、その時々にテーマを設けて何回もリピータとして訪れ

てもらえるような展示方法を都度見直していく、それは年に１回、シーズン毎など博

物館や美術館によって違いますが、もっと活性化して興味を持ってもらえるような内

容の展示をしてはどうかという主旨でございました。そんなことから、今回３,０００

万円という金額は、先ほども話が出たように大規模な改修であるということで、その

点が私の想定と違ったことです。 

  それと、大規模改修でしかも一般財源から支出するとなれば、何回もできることで

はないと思いますので、おそらく過去１４、１５年は全く改修していなかったという

ことからすれば、これから１４、１５年はこの展示で固定化されてしまうのではない

かということで、先ほど説明がありましたが、北海道開拓の歴史や道路開削の関わり

など、もっと大きく言えば日本明治維新との関わりなど、うちの樺戸集治監は色々な
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側面を持っていますので、それが観光施設として一般の人に見てもらうだけでなく、

学術的な意味で色々な研究者や大学の先生あるいは民間の歴史愛好家などの目に触れ

て、その人たちの鑑賞に堪えるという内容も考慮して行かなければならないと思いま

す。そこからもう尐し時間を掛けてじっくり内容は当然精査されていると思いますが、

その点のプロセスがどのようになっているのか、聞きたいところです。特に学術的な

面からの精査、特に歴史については色々な見方がありますが、あまり固定化したかた

ちの表現になると色々な見方をされることもありますので、学術的な面からの検討が

どの程度までされているのか。 

  もうひとつは、我々議会もこの後の議件で出ますが、今年の研修で網走博物館に視

察に行って展示方法等を勉強して参ります。そのことからもう尐し議会あるいは町民

との意見交換を経て、展示方法を反映していくというプロセスがあってもいいと考え

ます。時間的な制約もあると思いますが、そのあたりのお考えを伺いたいと思います。 

○ 議長 笹木 英二 町長。 

○ 町長 櫻庭 誠二 今回の展示方法につきましては、北海道開拓における囚人の人

たちの開拓を基本的なテーマとし、これをテーマとした展示館としてはどこにもない

と感じております。野幌にある開拓記念館においても囚人開拓・囚人の歴史は、私が

行って見る限りはパネル２枚しかないということもあり、樺戸集治監を含めて当時あ

った五集治監の果たした役割が、建物に入って来た人がすぐに分かるという意味での

展示にしたいという思いを、事業をやってくれる人にはしっかり伝えたところであり

ますし、先般の物故者追悼式にもその方々にも来ていただきました。私たちの町の思

いをしっかり展示の内容にしてほしいというところは伝えたつもりでありますが、先

ほど言われました学術的なということで、何を指摘されているのか分かりません。学

術的な参考資料という部分では私たちの町には学術的な書類は残っていると思ってい

ますし、その他で楠議員が言われる学術的とは何か、ここでは答え切れません。 

○ 議長 笹木 英二 楠 順一君。 

○ 議員 楠  順一 今の答弁で学術的なことということ、町民や議会との意見交換

が必要ではなかったかということで、その答弁もされていないのですが。 

  我々議会でも研修にいくのだから、色々な考え方が出てくると思うので、それを反

映するプロセスも必要ではないかということを、先ほどの質問でしたのですが、それ

について答えられていないのですが。 

○ 議長 笹木 英二 産業課長。 

○ 産業課長 久慈 富貴 展示設計の発注のプロセスということですが、４月中旪か

らこの作業が始まったということで、このような博物館に精通した者、専門の展示を

行えるということで、前回展示を手掛けていただきました専門業者、それともう一社

と約三社のコンサルタントがございました。これらの方々に内々に打診した結果、今

回、町の意向、主旨を説明した中で、企画提案型の随意契約ということで行わせてい

ただきました。日時を決めた中で各社我々の意向とする内容に基づいた展示内容につ

いて、担当者３名から４名いらっしゃいまして、熱心に説明していただきました。そ

の中で楠議員が言われた議会議員や町の方を入れたのかということでは、入れてござ
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いません。副町長以下関係者、内部の人間で採点方法を用いながら、我々が望んでい

る主旨に沿っているかチェックしながら業者選定に至ったということでございます。 

なお、郷土史家の皆様方に内容をお話した中でも「いいだろう。」と、ご了解を得た

ところでございます。そのような経過の中で展示コンサルタントを決定して現在に至

っているということで、ほぼ決まったという経過でございます。 

○ 議長 笹木 英二 楠 順一君。 

○ 議員 楠  順一 専門業者の選定過程あるいは専門業者の方との色々なやり取

りの中でかなり精査されて、これが設計されていることは理解します。先ほど町長が

言われた学術的なということは、学術的な展示をしなさいという意味ではなく、展示

内容を歴史学者など専門家の目から見てどうなのかというのは、歴史の真実を伝える、

集治監の北海道開拓において果たした役割などの考え方や見方は色々ありますので、

そこをうちの展示が適切かということを、業者だけでなく専門家の目で見てはどうか

ということです。先ほど郷土史家の方に相談したということなので、町内の方なのか、

町外の方なのか、どのような方なのか、お伺いしたいと思います。 

○ 議長 笹木 英二 産業課長。 

○ 産業課長 久慈 富貴 名誉館長であられる熊谷さんです。 

○ 議長 笹木 英二 楠 順一君。 

○ 議員 楠  順一 郷土史家熊谷さんのご意見を参考にされたことは、いいことで

あると思います。それとプロセスの中で今後でも間に合わないことはないと思います

が、先ほど言った博物館に対して議会や町民とのやり取りやもう尐しプロセスを透明

にして、入札などは難しい面があるかと思いますが、我々からすると唐突で話はあっ

たけれどその過程がポンと出てきて、最初の話と結論しか我々には伝わっていないと

いう感じがします。ですからちょっと違和感があるというのも正直なところでありま

すので、そこをもう尐し考えるべきであると思いますが、それについてお伺いしたい

と思います。 

○ 議長 笹木 英二 町長。 

○ 町長 櫻庭 誠二 この予算確定したのがそんなに日をおいていない状況であり

ます。正直言いましてどの段階でどういう相談をしたらいいのかということで、かな

り私たちは悩むところであります。いつも悩むところであります。今後につきまして

は常任委員会等々常設であるということですから、それぞれ常任委員長にもお話しな

がら、この案件だけではなく色々なことがあると思いますから、常々、相談しながら

やっていきます。 

○ 議長 笹木 英二 もう４回終わっています。 

○ 議員 楠  順一 最初の質問は組み違えていましたから。 

 

○ 議長 笹木 英二 暫時休憩します。        （午後 ２時２０分休憩） 

○ 議長 笹木 英二 休憩前に引き続き会議を再開します。 

                           （午後 ２時２１分再開） 
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○ 議長 笹木 英二 他に質疑ございませんか。 

 

○ 議長 笹木 英二 宮下裕美子君。 

○ 議員 宮下裕美子 議案書３９ページ、学校給食費についてお伺いします。今回、

年度途中でこれを見ると、臨時職員を嘱託職員にしていると思われますが、その理由

と年度当初ではなくなぜこの時期なのか。 

また、一般的に今給食経費を削減する方向として嘱託職員をパートとしていくこと

が他の自治体でも多いのですが、それをあえてこの時期に逆のようなことをしている

ことに対して、説明をお願いいたします。 

○ 議長 笹木 英二 教育次長。 

○ 教育次長 古谷 秀樹 お答えさせていただきます。遡って給食調理員の勤務体制

につきまして、平成１６年度までは全員嘱託職員という雇用形態を取っておりました。

その後、行財政改革の一貫として経費の削減を図るということで、平成１７年度から

嘱託職員２名、臨時調理員６名ということで、実際その日の調理は嘱託職員２名、臨

時調理員４名、計６名体制でこの間実施して参りました。今回の補正につきまして、

今年２月に岩見沢市で発生いたしました食中毒事故等を受けまして、本町におきまし

ても経費の削減だけで負うのは非常に危険であるということで、調理員体制を見直し

て常時勤務する嘱託職員３名体制とさせていただきたい。そのことで機能強化と責任

の明確化を図って、より安全で安心な給食の提供を目指す体制を構築するものであり

ます。従いまして、嘱託調理員１名補正増額させていただき、臨時調理員１名の賃金

を減額するということでございます。これにより常時調理に当たる職員は嘱託職員３

名、臨時調理員３名、６名体制は変わらず実施して参りたいということでございます。 

○ 議長 笹木 英二 宮下裕美子君。 

○ 議員 宮下裕美子 今、答弁漏れで、年度途中の時期にやったことに対する説明が

なかったのですが。 

○ 議長 笹木 英二 教育次長。 

○ 教育次長 古谷 秀樹 失礼いたしました。２月の時点でこの体制ではまずいとい

うことで、３月の時点に部内で検討して、ある意味専決というかたちでやらせていた

だいたということでございます。４月からこの体制で実施しているということでござ

います。 

○ 議長 笹木 英二 宮下議員は時期的になぜ今臨時から嘱託なのかということを

聞いているかと思います。 

○ 議長 笹木 英二 副町長。 

○ 副町長 土橋 正美 予算編成段階というのは、大体１月末で締め切るかたちにな

ります。その段階では食中毒の問題等は無く、その後あのような状況を見た中で、月

形町としてもう尐ししっかり管理していかなければならないだろうということで、４

月から嘱託職員に１名昇格させて管理をしっかりやるようにしたということで、ご理

解いただきたいと思います。 

○ 議長 笹木 英二 宮下裕美子君。 
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○ 議員 宮下裕美子 今の答弁で４月からすでに嘱託職員として採用しているとい

うことは理解できましたが、補正をかけるのは６月議会ではなく、どうして９月議会

なのか、そこを聞きたいのです。 

○ 議長 笹木 英二 教育次長。 

○ 教育次長 古谷 秀樹 本来６月議会の補正でも間に合ったのではということで

すが、現在の嘱託職員の報酬で９月まで支出ができたということで、この時点でさせ

ていただいたということでございます。 

○ 議長 笹木 英二 宮下裕美子君。 

○ 議員 宮下裕美子 金額的に間に合ったということは色々あると思いますが、嘱託

の体制とパートなど全体的な体制が４月から変わっていたのに、その件の説明がずっ

とない中で嘱託になって動いていること自体にびっくりしたのですが、そのようなこ

とは通常行われることなのでしょうか。 

  それから、昨年度、岩見沢市で実際に食中毒が起きた時に月形町の給食体制を聞い

たところ、月形町は万全の設備できちんとした消毒なども含めてかなり高度な体制を

取ってやっているという説明がありました。だからその時は昨年度の話だから嘱託職

員２名、臨時職員が４名、計６名という体制の中でやっていて何ら問題なく、加えて

給食に関しては今年の夏に冷房設備を付けて環境改善するなどかなりやっているので

すが、それであえて確かに岩見沢市の問題は大きな問題ですし、より一層強化してい

く必要があるのは分かるけれど、その前の説明でうちの給食体制はかなり高度な体制

を取ってやっているということだったので、嘱託が一人増えているということがちょ

っと理解できないのですが、もう一度、その点について説明していただけますか。 

○ 議長 笹木 英二 教育次長。 

○ 教育次長 古谷 秀樹 確かに給食ですから万全を期してやっていることは当然

で、先ほどお話がありましたように、設備面でも今年のエアコンの設置や使わなくな

った機材の撤去など万全を期しております。加えて、人的な体制の整備ということで、

今回このようにさせていただいているところでございます。今日も歌志内の給食セン

ターから私どもの給食センターに視察に来ておりますし、事故後において岩見沢市の

給食センターからも視察いただいているということで、私どもの施設が先進的な取り

組みをしているということで、評価をいただいているところでございます。ただ嘱託

２名体制ですと、毎日の作業終了後における翌日の作業手順の確認など、当然パート

が入りますと週２日のパートや週３日のパートがいるものですから、スムーズに作業

手順の打ち合わせができないこともありますし、嘱託２人体制では休暇の取得もまま

ならない状況もございます。そのようなことから３人体制にすることで解消するとい

うことでございます。先ほどから申し上げているように作業工程毎のパートに嘱託職

員を責任者として１名、その下に臨時調理員１名を配置して、責任体制を明確化して

いきたいということで、今回補正をさせていただきたいということでございます。 

○ 議長 笹木 英二 宮下裕美子君。 

○ 議員 宮下裕美子 勿論責任を明確にして全員嘱託の方が責任もあるし、良いに決

まっているのですが、平成１６年度に行政改革のために今の体制にしたので、それで
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十分なことがやれていて、勿論より向上したことに越したことはないけれど、それは

投資と実益と言うか、バランスだと思うのです。今の説明を聞くまで嘱託職員が３人

体制で良い、この予算を見た時は何の問題もないと思っていましたが、今の説明を聞

いていると、例えば休暇がなかなか取れないということで、基本的に給食は月曜日か

ら金曜日までの５日間の業務ですし、夏・冬休みもあり、勿論休暇は必要ですが、あ

る程度の対応の中でそれは今まで現場でこなしてきていることで、それに対して例え

ば、問題があってうちの給食に問題が起きたということもないので、額としては小さ

いかもしれませんが、どうしてそこまでこだわって高めるという方向ばかりにいって

しまうのか、理解できないのですが、それに対して月形町教育委員会ではより一層そ

こをとにかく極めるということですか。 

○ 議長 笹木 英二 教育次長。 

○ 教育次長 古谷 秀樹 事故が起こってからでは遅いと思いますので、万全に万全

を期すことに尽きると思います。これ以上お答えする答えを持ち合わせておりません。 

○ 議長 笹木 英二 押し問答をしてもどうにもなりませんが、宮下議員の聞いてい

ることに対して説明が尐しおかしいと思います。岩見沢の問題から各給食の検査にお

いても月形町は１００％何もなかった、立派にやって何もない、しかも新年度からこ

のような体制で行きたいということであれば納得できるけれど、補正まで組んでどう

してということになると、宮下議員の言っていることに理があると思います。嘱託に

しなければならない理由としてははっきり説得のある答弁ではないと思います。この

件は何回も行っているので、これで終わりとします。 

○ 議長 笹木 英二 宮下裕美子君。 

○ 議員 宮下裕美子 はい、いいです。中身も分かりましたし、既に嘱託として４月

から稼働しているということなので、今更の事例ではないかと、ただ今まで給食に関

しては色々な意味で設備に、例えば今回冷房設備もかなり整っていますし、前年には

冷凍施設を入れるなどきちんと段階を踏んで説明があり、かなりの投資しているとこ

ろです。人的なことについても勿論そうあればいいのは分かっているけれど、人的な

ことより設備を中心に教育委員会として給食をやってきたと思っていたので、今回の

取扱いに対しては意外、説明不足で先に進まれてしまったという思いがありました。

以後このようなことも含めて先ほどの話にもありましたが、説明をした中で進めてい

ただきたいと考えています。この件は終わります。 

  もう一点、議案書３７ページ、商工費、観光費の樺戸博物館整備事業について、す

でに２人の方が質問されているので、そこに出てこなかったことについてお伺いしま

す。今まで平成２３年第１回臨時会で交付金の説明があり、実施計画があってという

ことは認識していますが、これほど大きな事業がその中で展開されているという認識

が全然なかったので、単費で３,０００万円と予算が出てきた時は大変驚きました。普

通これだけ大きな事業を年度に抱えているのなら、これらのことを執行方針に謳って、

こういう方向でいく、この事業を行うことによってうちのまちづくりに対してどのよ

うになるか、そういうことが表れてもいいのではないかと考えますが、それについて

町長にお伺いします。 
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○ 議長 笹木 英二 町長。 

○ 町長 櫻庭 誠二 ３,０００万円という金額が重いのか、尐ないのかを含めてです

が、月形の歴史という重さについては就任以来しっかり捉えてきたつもりですし、外

部発信していたつもりでした。事業制度の流れとして、調査設計を組んだ後には実施

するところにいくということは基本ですから、そんなに間違ったことではないと考え

ております。当初の説明で５,０００万円ほど掛かるかもしれない、これについては思

い違いもありますから担当には確認は取れていませんが、３,０００万円の値を執行方

針でしっかり謳うべきではないかということですが、謳わなかったということでそれ

ほどの落ち度、指摘されることではないと考えています。それより月形町の歴史その

ものをライフワークとして色々な所に外部発信してきました。 

○ 議長 笹木 英二 宮下裕美子君。 

○ 議員 宮下裕美子 先ほど調査設計の後実施設計に移るのは基本で間違っていな

いということで普通かもしれませんが、同年度に必ずやらなければならないというこ

とにはならないと思います。例えばＮＥＤＯ（ネド）の新エネルギービジョンは調査

まではやったけれど実施は今の段階では全く手を付けていませんし、そのようなもの

は様々あるわけです。調査の後実施があるということが最初からあるのなら、本来は

調査のところから大体、全体の事業規模や方向性あるいはそれによって発生する様々

なメリットやまちづくりの展開などあると通常考えると思うのです。３,０００万円が

大きいか、大きくないかと言われれば、私は単費の３,０００万円は非常に大きい額で

あると考えますので、そのような事業がある場合は、調査があって実施的なことがい

まだ語られていないまま、このように事業が進むという認識はしていませんでした。

大きい事業を行う場合は、調査は調査で行うかもしれないけれど、それができた段階

で実施にいくまでに将来展望や波及効果などの説明があって事業がどんどん展開して

いくと認識していなかったので、そういう場面が第１回臨時会から９月までの間にあ

るとすれば、やはり執行方針がそこにあったので、そこに謳うあるいは別の場面で説

明があってもよかったし、あるべきと思うのですが、それが無い中で進めていること

に非常に疑問ですが、これについてはどのようにお考えになりますか。 

○ 議長 笹木 英二 町長。 

○ 町長 櫻庭 誠二 先ほども今までの経過については、多くの皆様がそのように言

われるのですから、今後の常任委員会は常設であるということですから、今後の状況

につきましては、それぞれについてしっかりやりたいとお話したところでもあります

し、それ以前のところで副町長から幾分手落ちがあったことも謝罪したところであり

ます。それから今回の契約につきまして、先ほど調査設計と言いましたが、調査実施

設計ということで月形町樺戸博物館展示改修設計業務ということですから、調査から

実施までを含めた計画を作ったところであります。道営事業等は調査に２年掛けてや

る、実施に５年掛けてやるというものですが、これについては政府系の補助金をもら

った中で改修設計業務をやるのだから、これを１００％補助でこの予算をもらってや

るのだから、これをすぐにしっかりやらなければ、このお金をもらったという性格上

そのような性格の事業だったということで、説明が足りないのであればそれはお詫び
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申し上げながら、そういう性格の事業だったということを申し添えたいと思います。 

○ 議長 笹木 英二 宮下裕美子君。 

○ 議員 宮下裕美子 私自身は調査実施計画だったということも認識ありませんで

したし、補助事業をもらった段階でその年度内で進めなければならない事業であった

という認識も無かったので、勉強不足であったし、聞き漏らしていたかもしれません。 

もう一点、計画して実施するに当たって、それは本当に単年度で全ての事業を行わ

なければならない制約がついているものでしょうか。例えば、一部のものだけ先行に

実施することが可能かどうか。それから単費３,０００万円が用意できない自治体にと

って、このような実施計画を受けてしまった後、補助金を受けることは、常に単費３,

０００万円や５,０００万円を用意できることが前提になってくるのかということな

ど含めて疑問が残っているのですが、そのことについて説明願います。 

○ 議長 笹木 英二 副町長。 

○ 副町長 土橋 正美 実施設計ですから我々当然やるという考え方です。それがそ

の当該年度にやらなければならないという制約はないと思いますが、今回先ほども申

し上げましたが、やはり冬期間の閉館時にやらなければならない事業であるというこ

とがあり、これを逃すと１年遅れることになるかと思います。それと、これを一部ず

つやるというお話がありましたが、そのようになった時には、例えば３か年、５か年

でやる場合には、その都度設計費か掛かってくるので余分な経費か掛かってくる。分

割することによって経費率も高くなるということで、コスト高ということも当然頭に

入れてやらなければならないという状況でございます。 

○ 議長 笹木 英二 宮下裕美子君。 

○ 議員 宮下裕美子 今単年度でやらなくてもいいということだったので、その部分

は安心しました。それから一部ずつやると経費率が上がるということですが、そもそ

も単年度で３,０００万円を出すことと、例えば１,０００万円ずつ３年でその分の利子

はあまり付かないと思いますが、様々な事情などを加味して考えた時、経費率が上が

るから分割できないということはないのかなと、それを含めて３,０００万円が最初に

ある中で進んでいることに対して、単費で３,０００万円ということに対して非常に重

い感じを得るのですが、そこはいかがでしょうか。町長が以前から開拓の歴史を伝え

たいと言ってライフワークにされていることも十分承知していますが、例えば改修し

た中でそれがまちづくりにどのように波及していく考えで進められているのですか。

その効果を尐し教えていただきたいと思います。 

○ 議長 笹木 英二 町長。 

○ 町長 櫻庭 誠二 最初にこの実行予算を組む時、財源留保していたことは間違い

ないし、これぐらい掛かるだろうと予定していたから今できるということですから、

これができない時、できる時という論議にはならないと考えていますし、これを改修

する業者は全国にそんなにあるものでもなく、最初はかなり高額な提示をされました

が、詰めて現在３,０００万円になったということを理解していただきたい。昨年から

今年に掛けて、札幌の町内会単位の博物館見学者が相当数増えているということで、

これにつきましては、月形町ホームページに載っているものを見た人たちが増えてき
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たと理解しているところであります。今後この改修をやってどういう効果があるのか

ということは、北海道開拓における囚人開拓はメインとしてきちんと分かってきた時

に、囚人開拓というものが再評価されると思っておりますので、これが即、博物館の

入り客数にそういうかたちで効果が上がるということは、ちょっと違うと考えていま

すし、先ほども申し上げましたけれども、全道の博物館の中で囚人開拓をテーマにし

た博物館は、私の町が一番であると思っています。網走監獄博物館については、モニ

ュメントとして古い建築・人形を使ったディスプレイには相当のお金が掛かっており、

１棟１億円などというものもありますし、そういうことでの史料的価値はあるにして

も、内部資料的なものは私の町が一番であると思っていますから、それが訪れた方に

もう尐し明確にきちんと分かってもらえる、伝わっていくような資料館にしたいとい

う思いがあります。 

○ 議長 笹木 英二 宮下議員の質問はこれで終了します。 

○ 議員 宮下 裕美子 はい。 

 

○ 議長 笹木 英二 他に質疑ございませんか。 

 

○ 議長 笹木 英二 平田文義君。 

○ 議員 平田 文義 １点だけ、関連してお伺いしたいと思いますが、長引く不況と

就職難にあって町が嘱託職員１名入れただけで、そのような問題になるのです。そこ

で聞きたいのは、教育委員会において今嘱託職員を採用しなければならない状況にあ

るのか。本町においては３校の小学校が閉校しました。それとずっと管理していた教

育委員会管理の福祉センターやスキー場などの施設が産業課に管理が移行している中

で、仕事が増えているのか。更には教育長の力であると思いますが、社教主事があた

る町ではないけれど来て活動されている中で、嘱託職員を入れなければならないとい

うことは教育委員会の事務量が増えたということか、内容をお聞きいたします。 

○ 議長 笹木 英二 教育長。 

○ 教育長 松山  徹 例えば、過去１０年間から見た時、教育の内容が増えている

ということが、間違いなく言えると思います。新たな教育の種目と言った方がいいと

思いますが、環境教育・食育ということで、１０年前、１５年前にはそのようなもの

が無かったのが、教育の中にニーズとして取り込まれてきて、教育のジャンルが増え

てきて、事務量も間違いなく増えてきております。それに伴う身近なところで言うと

北海道教育委員会の出先機関である空知教育局・北海道教育委員会・文部科学省から

の調査などの事務量は、以前に比べて圧倒的に教育のジャンルが増えているから増え

ております。 

  それと３月の議会でもお話したように、社会教育の充実、子どもたちの安全・安心

ということで、先ほどからの繰り返しになるかと思いますが、事務量が増えたことと

同時に月形町教育委員会の中でも教育の振興充実に向けて必要と考えて、提案させて

いただいたところです。 

  後段の社会教育主事については、３月議会ではお話する機会がなかったのですが、
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社会教育主事と嘱託職員は全く別の問題で、平田議員の言うように道派遣の社会教育

主事について２、３年前に１名当たっているから、月形町は当たらないだろうという

ことで、本来道が国の交付税措置ということで北海道で２名ないし３名ということで、

北海道の市町村に配置するシステムです。その主旨は社会教育の充実振興を謳ってい

るので、重ねて同じ市町村に充てることはしたくないということで、むしろあまりや

っていない市町村にそのような人材を派遣して活性化を図っていくという主旨のもの

ですから、月形町は当たると思っていなかったのですが、多くの市町村が応募してお

ります。応募の履歴を精査して市町村教育委員会としての意欲を示すことが大事です

から北海道の市町村の中では多くの市町村が求めているのは事実です。３年前にも月

形町にいたので、まさか当たるとは思っていなかったのですが、３月下旪に突然道教

委から通知があって、当たる可能性があるということで、ただその身分は教員身分と

いうことで、教員内示が３月１４日、１５日ぐらいに出るから内示以後でなければ、

内示の段階で本人の了解を得てという手順があったので、３月下旪になってはっきり

してきたという状況でした。職務はご承知のように社会教育の充実・生涯学習の推進

ということです。それは当該市町村の社会教育生涯学習だけではなく、広くエリアを

持っていて、ここは空知ですから空知教育局と連携して事業を推進してほしいという

ことになっています。それと手当は当該市町村の負担になりますが、給与・賞与は国・

道の負担になっている状況です。 

○ 議長 笹木 英二 平田文義君。 

○ 議員 平田 文義 教育委員会の仕事は段々増えているということでしたが、今後

も職員を増やさなければならない状況になりますか。 

  それと先ほど不審者のお話もありましたが、去年から今年にかけてそのようなこと

が何件かあったということで、それに対する対応はどのようにしたのか、お伺いいた

します。また職員が足りないということになると、嘱託職員を増やさなければならな

いので、その場合はどのような方法で採用するのか、どのように考えているのか、お

伺いします。 

○ 議長 笹木 英二 教育長。 

○ 教育長 松山  徹 どれからお答えしていいか分かりませんが、逆に聞きたいと

思っている部分で、人手は必要であると思います。これから教育のジャンルは中身が

膨らみますから、教育委員会では必要であると思いますが、全体の枠の中でやってい

ることですので、お金の掛かることですので、それは一概にここでお答えすることは

できないと思っています。 

  不審者については、去年１件、今年１件、今年は４月当初だったと思いますが、小

学生の保護者のいる家庭に不審電話が入り、学校から連絡を受けて教育委員会の職員

が登下校に随行していますし、当該学校の管理職先生方も数週間随行しているという

ことです。昨年はこれも小学生で、下校時間ということで、通りすがりの人に傘でこ

づかれそうになったということで、それも学校から連絡が入り勿論私どもも行きます

し、警察にも連絡させていただき、月形の交番でも見回りしていただいているという

ことです。 
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  採用の部分ですが、議会のルールが分からないので、教えていただきたいと思いま

すが、全部公募をした方がいいという気がしております。月形町の過去の社会教育指

導員の採用または他町村の状況についても、専門性の高いことということで、教育の

特殊性から見てそのようなかたちで、先ほどの選考採用が多く見られますので、これ

も全部公開して一般公募にした方が良いということで、そのようにした方が良いとい

う提案かなと思っていますが、そこは逆に聞きたいと思っておりますが、先ほど次長

からお話があったように、教職員免許証・スクールカウンセラーなど限定された職種

が教育の中にありますので、全てを一般公募でやることが可能かどうかということが

出てきますので、教えていただきたいと思います。 

○ 議長 笹木 英二 教育長へ申し上げます。教育長から議員の方々に質問する反問

権について触れるような感じがしますので、気を付けてください。 

  平田議員、よろしいですか。嘱託職員の増員について今のところ計画はないという

ことで、いいのですね。 

○ 教育長 松山  徹 はい。 

○ 議長 笹木 英二 平田文義君。よろしいですか。 

○ 議長 笹木 英二 平田文義君。 

○ 議員 平田 文義 はい、よろしいです。了解しました。 

○ 議長 笹木 英二 他に質疑ございませんか。（質疑なしの声あり） 

○ 議長 笹木 英二 質疑なしと認めます。よって以上で質疑を終結します。 

 

○ 議長 笹木 英二 議事の都合により、暫時休憩します。（午後 ２時５８分休憩） 

○ 議長 笹木 英二 休憩前に引き続き会議を再開します。 

                           （午後 ３時２８分再開） 

 

○ 議長 笹木 英二 ただ今、議案第３６号に対して宮下裕美子議員他１名から、お

手元に配付したとおり、修正動議が提出されております。 

  従ってこれを本案と付せて議題とし、提出者の説明を求めます。 

○ 議長 笹木 英二 宮下裕美子君。 

○ 議員 宮下裕美子 修正動議に基づき逐条的に説明する。 

議長の許可をいただきましたので、修正動議提出の説明をさせていただきます。 

  修正内容につきましては、お手元に配布のとおりです。 

  趣旨説明に入る前に一言申し上げたいと思います。 

  補正予算に対し修正案を提出することは、月形町議会にとって初めてのことです。

私たち議員は町民の負託を受けて今この場にいます。一人ひとりが議決権を持ち、そ

れぞれの考えに従い採決をすることの権利を与えられ、また、決定に至る経過および

結果を町民に説明する責任もあります。これらのことを踏まえた上で、町民の負託に

応える慎重かつ正当な判断を宜しくお願いいたします。 

  それでは説明に入ります。まず、補正予算に一般財源のみ、つまり単費で３,０００

万円にもなる予算が計上されることは、極めて異例であることは誰もが認識するとこ
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ろです。また調査実施計画を承認したことイコール工事予算を認めることにはならな

いと考えます。 

  加えて、この補正予算の使途目的である「樺戸博物館整備事業・展示改修工事」の

内容に緊急性があるのか、甚だ疑問であります。と言うのは、平成２３年度の執行方

針において、この事業に関することは一切触れられていません。予算審議時、国の交

付金による調査設計とその後の展示品入れ替えについて若干の説明はありました。し

かし、展示品を入れ替えることがその後のまちづくりにどう生かされていくのか、総

合的な未来像あるいは工程表、数値目標等は全く示されなかったのが事実です。 

  また、月形町として盛大に執り行った１３０年の周年行事は昨年終了しました。今

後全町を挙げて関係機関や観光客を呼び込める行事は予定されていません。喫緊に迫

った予定がない中、単費による補正予算という形で計上する必要があるのか、この点

も疑問です。加えて、月形町の財政において単費３,０００万円はとても大きな金額と

考えます。ここ数年交付税の増額により一般会計は比較的潤沢ですが、国民健康保健

特別会計や介護保険特別会計、町立病院事業会計などは基金等を取り崩し、あるいは

繰り入れをして何とか対応している状況で、これから先、悪化することも考えられま

す。 

  また、今年３月の東日本大震災は大きな転換点です。先ほど説明にあった１月臨時

会での説明や平成２３年度予算は、震災前に決められたことで東日本大震災後状況は

一変していると考えます。今後の復興にかかる莫大な費用を捻出するため、来年度以

降、交付税額が減額される可能性もあります。月形町の財政を総合的に勘案した場合、

単費３,０００万円を「樺戸博物館整備事業・展示改修工事」に充てるには、まだまだ

精査と熟議が必要です。 

  様々な疑問点を提示しましたが、もしもこの展示品改修工事が月形町にとって本当

に必要な事業であるなら、来年度の当初予算に計上し、執行方針で将来設計も含め示

すべきです。 

  また３,０００万円にも及ぶ多額の予算を必要とするなら、事業を分轄し数年に分け

て実施するなど、「身の丈にあった事業展開」をすべきと考えます。単費による支出だ

からこそ、それが可能であると考えています。 

  以上、様々な視点から検討しましたが、この商工費３,０００万円の補正予算に緊急

性はなく、認めることはできません。よって、この部分を減額した修正案を提出いた

します。 

○ 議長 笹木 英二 ただ今説明が終わりましたので、修正案に対する質疑を行いま

す。 

質疑ございませんか。（質疑なしの声あり） 

○ 議長 笹木 英二 質疑なしと認めます。よって以上で質疑を終わります。 

  次に討論を行います。はじめに原案に反対の方の発言を許します。討論ございませ

んか。（討論なしの声あり） 

○ 議長 笹木 英二 討論なしと認めます。次に原案及び修正案に反対の方の発言を

許します。討論ございませんか。（討論なしの声あり） 
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○ 議長 笹木 英二 討論なしと認めます。次に原案に賛成の方の発言を許します。

討論ございませんか。 

○ 議長 笹木 英二 堀 広一君。 

○ 議員 堀  広一 ただ今の議案第３６号の原案についてですが、この原案に賛成

したいと思います。今議会の答弁の中でも今までの流れについて説明されていますし、

議会としても町側との話し合いの流れで当然前々から分かっていたことですし、３,０

００万円という数字が大きいか、小さいかの判断は、様々、議員各位も受けることは

あると思いますが、今の段階で調査実施設計を立てておきながら、それを今緊急性が

ないからというのではなく、やはり月形町として必要なものであると思いますので、

原案に賛成であります。 

○ 議長 笹木 英二 他に討論ございませんか。（討論なしの声あり） 

○ 議長 笹木 英二 討論なしと認めます。次に修正案に賛成の方の発言を許します。

討論ございませんか。（討論なしの声あり） 

○ 議長 笹木 英二 討論なしと認めます。これをもって討論を終わります。 

○ 議長 笹木 英二 これより議案第３６号 平成２３年度月形町一般会計補正予

算（第３号）について、採決を行います。 

○ 議長 笹木 英二 原案に対する宮下裕美子議員他１名の議員から提出された修

正案について起立によって採決を行います。宮下裕美子議員他１名から出されました

修正案に賛成の方は、起立願います。（宮下議員、平田議員、宮元議員、起立） 

○ 議長 笹木 英二 起立尐数です。従って本修正案は否決されました。 

  次に原案について起立によって採決を行います。原案議案第３６号に賛成の方は、

起立願います。（金澤議員、金子議員、鳥潟議員、堀議員、楠議員、大釜議員、起立） 

○ 議長 笹木 英二 起立多数です。よって議案第３６号は、原案のとおり可決しま

した。 

 

◎ 日程７番 議案第３７号 平成２３年度月形町介護保険事業特別会計補正予算（第

１号） 

○ 議長 笹木 英二 日程７番 議案第３７号 平成２３年度月形町介護保険事業

特別会計補正予算（第１号）を議題とします。 

  提出者の説明を求めます。 

○ 議長 笹木 英二 副町長。 

○ 副町長 土橋 正美 議案に基づき逐条的に説明する。 

  平成２２年度介護保険事業の過年度精算行為でございますので、ご理解いただきた

いと思います。 

○ 議長 笹木 英二 ただ今説明が終わりましたので、質疑を行います。 

質疑ございませんか。（質疑なしの声あり） 

○ 議長 笹木 英二 質疑なしと認めます。よって以上で質疑を終結します。 

 次に討論を行います。討論ございませんか。（討論なしの声あり） 

○ 議長 笹木 英二 討論なしと認めます。よって以上で討論を終結します。 
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 お諮りします。議案第３７号は、原案のとおり可決することにしたいと思います。

これにご異議ございませんか。（異議なしの声あり） 

○ 議長 笹木 英二 異議なしと認めます。よって本案は、原案のとおり可決しまし

た。 

 

◎ 日程８番 議案第３８号 月形町税条例等の一部を改正する条例の制定について 

○ 議長 笹木 英二 日程８番 議案第３８号 月形町税条例等の一部を改正する

条例の制定についてを議題とします。 

  提出者の説明を求めます。 

○ 議長 笹木 英二 副町長。 

○ 副町長 土橋 正美 議案・説明資料に基づき逐条的に説明する。 

○ 議長 笹木 英二 ただ今説明が終わりましたので、質疑を行います。 

質疑ございませんか。（質疑なしの声あり） 

○ 議長 笹木 英二 質疑なしと認めます。よって以上で質疑を終結します。 

 次に討論を行います。討論ございませんか。（討論なしの声あり） 

○ 議長 笹木 英二 討論なしと認めます。よって以上で討論を終結します。 

 お諮りします。議案第３８号は、原案のとおり可決することにしたいと思います。

これにご異議ございませんか。（異議なしの声あり） 

○ 議長 笹木 英二 異議なしと認めます。よって本案は、原案のとおり可決しまし

た。 

 

◎ 日程９番 議案第３９号 財産の取得について 

○ 議長 笹木 英二 日程９番 議案第３９号 財産の取得についてを議題としま

す。 

  提出者の説明を求めます。 

○ 議長 笹木 英二 副町長。 

○ 副町長 土橋 正美 議案に基づき逐条的に説明する。 

補足説明 

  児童及び生徒通学用スクールバス、中型バス、財産の規格５６人乗り１台というこ

とで、乗客の座席が３７席、補助席８席、立ち席１０席、乗務員１席、合わせて５６

人乗りでございます。納期は、平成２４年３月３１日でございます。 

○ 議長 笹木 英二 ただ今説明が終わりましたので、質疑を行います。 

質疑ございませんか。（質疑なしの声あり） 

○ 議長 笹木 英二 質疑なしと認めます。よって以上で質疑を終結します。 

 次に討論を行います。討論ございませんか。（討論なしの声あり） 

○ 議長 笹木 英二 討論なしと認めます。よって以上で討論を終結します。 

 お諮りします。議案第３９号は、原案のとおり可決することにしたいと思います。

これにご異議ございませんか。（異議なしの声あり） 

○ 議長 笹木 英二 異議なしと認めます。よって本案は、原案のとおり可決しまし
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た。 

                    （廣野教育委員 午後 ３時４８分退場） 

 

◎ 日程１０番 同意案第３号 月形町教育委員会委員の任命について 

○ 議長 笹木 英二 日程１０番 同意案第３号 月形町教育委員会委員の任命に

ついてを議題とします。 

  提出者の説明を求めます。 

○ 議長 笹木 英二 町長。 

○ 町長 櫻庭 誠二 同意案第３号 月形町教育委員会委員の任命について、次の者

を月形町教育委員会委員に任命したいから、地方教育行政の組織及び運営に関する法

律（昭和３１年法律第１６２号）第４条第１項の規定によって、議会の同意を求める

ものであります。 

  記として、住所が月形町１０３４番地４、氏名が廣野和男氏、昭和３０年４月１日

生まれでございます。 

  なお廣野氏につきましては、今期が１期目ということで、任期は、皆様にご同意い

ただきましたら、再任２期目となり、平成２３年１１月１３日から平成２７年１１月

１２日までの４年間となっております。宜しくお願い申し上げます。 

○ 議長 笹木 英二 ただ今説明が終わりましたので、質疑を行います。 

質疑ございませんか。（質疑なしの声あり） 

○ 議長 笹木 英二 質疑なしと認めます。よって以上で質疑を終結します。 

 お諮りします。この際討論を省略し、同意案第３号は原案のとおり同意することに

したいと思います。これにご異議ございませんか。（異議なしの声あり） 

○ 議長 笹木 英二 異議なしと認めます。よって本案は、原案のとおり同意するこ

とに決定しました。 

 （廣野教育委員 午後 ３時５０分入場） 

 

◎ 日程１１番 同意案第４号 月形町公平委員会委員の選任について、 

○ 議長 笹木 英二 日程１１番 同意案第４号 月形町公平委員会委員の選任に

ついてを議題とします。 

  提出者の説明を求めます。 

○ 議長 笹木 英二 町長。 

○ 町長 櫻庭 誠二 同意案第４号 月形町公平委員会委員の選任について、次の者

を月形町公平委員会委員に選任したいから、地方公務員法（昭和２５年法律第２６１

号）第９条の２第２項の規定によって、議会の同意を求めるものであります。 

  記として、住所が月形町字新田５２４番地、氏名が大江健一氏、昭和２９年１月３

日生まれでございます。 

  なお大江氏につきましては、現在２期目であり、再任３期目の同意をいただきまし

たならば、平成２３年９月２６日から平成２７年９月２５日までの４年間となってお

ります。宜しくお願い申し上げます。 
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○ 議長 笹木 英二 ただ今説明が終わりましたので、質疑を行います。 

質疑ございませんか。（質疑なしの声あり） 

○ 議長 笹木 英二 質疑なしと認めます。よって以上で質疑を終結します。 

 お諮りします。この際討論を省略し、同意案第４号は原案のとおり同意することに

したいと思います。これにご異議ございませんか。（異議なしの声あり） 

○ 議長 笹木 英二 異議なしと認めます。よって本案は、原案のとおり同意するこ

とに決定しました。 

 

◎ 日程１２番 同意案第５号 月形町公平委員会委員の選任について、 

○ 議長 笹木 英二 日程１２番 同意案第５号 月形町公平委員会委員の選任に

ついてを議題とします。 

  提出者の説明を求めます。 

○ 議長 笹木 英二 町長。 

○ 町長 櫻庭 誠二 同意案第５号 月形町公平委員会委員の選任について、次の者

を月形町公平委員会委員に選任したいから、地方公務員法（昭和２５年法律第２６１

号）第９条の２第２項の規定によって、議会の同意を求めるものであります。 

  記として、住所が月形町字表霞町２０２番地２、氏名が稲井正美氏、昭和２５年４

月１日生まれでございます。 

  今回の選任に当たりましては、前任者でありました中島観雄氏が３期目の途中、平

成２２年５月２７日にご逝去され、次に提案を申し上げるところでもありますが、も

う一人、岡 時夫氏につきましては２期目で辞任をされるということで、任期として

は平成２３年９月２６日から平成２７年９月２５日までの４年間であります。宜しく

お願い申し上げます。 

○ 議長 笹木 英二 ただ今説明が終わりましたので、質疑を行います。 

質疑ございませんか。（質疑なしの声あり） 

○ 議長 笹木 英二 質疑なしと認めます。よって以上で質疑を終結します。 

 お諮りします。この際討論を省略し、同意案第５号は原案のとおり同意することに

したいと思います。これにご異議ございませんか。（異議なしの声あり） 

○ 議長 笹木 英二 異議なしと認めます。よって本案は、原案のとおり同意するこ

とに決定しました。 

 

◎ 日程１３番 同意案第６号 月形町公平委員会委員の選任について、 

○ 議長 笹木 英二 日程１３番 同意案第６号 月形町公平委員会委員の選任に

ついてを議題とします。 

  提出者の説明を求めます。 

○ 議長 笹木 英二 町長。 

○ 町長 櫻庭 誠二 同意案第６号 月形町公平委員会委員の選任について、次の者

を月形町公平委員会委員に選任したいから、地方公務員法（昭和２５年法律第２６１

号）第９条の２第２項の規定によって、議会の同意を求めるものであります。 
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  記として、住所が月形町字札比内１１２２番地、氏名が山田 緑氏、昭和３４年１

１月５日生まれでございます。 

  なお山田氏の任期につきましては、平成２３年９月２６日から平成２７年９月２５

日までの４年間であります。宜しくお願い申し上げます。 

○ 議長 笹木 英二 ただ今説明が終わりましたので、質疑を行います。 

質疑ございませんか。（質疑なしの声あり） 

○ 議長 笹木 英二 質疑なしと認めます。よって以上で質疑を終結します。 

 お諮りします。この際討論を省略し、同意案第６号は原案のとおり同意することに

したいと思います。これにご異議ございませんか。（異議なしの声あり） 

○ 議長 笹木 英二 異議なしと認めます。よって本案は、原案のとおり同意するこ

とに決定しました。 

 

◎ 日程１４番 報告第４号 平成２２年度月形町の財政健全化判断比率等の報告に

ついて 

○ 議長 笹木 英二 日程１４番 報告第４号 平成２２年度月形町の財政健全化

判断比率等の報告についてを議題とします。 

  提出者の説明を求めます。 

○ 議長 笹木 英二 副町長。 

○ 副町長 土橋 正美 議案に基づき逐条的に説明する。 

  補足説明 

  月形町の暫定値です。実質赤字比率がバー表示となり数字は出ておりません。これ

については、△２.９３です。昨年は△２.４でした、いくらか改善がされているのだ

ろうと思います。次に、連結実質赤字比率です。これについても数字が出てきており

ませんが、△７.７７、昨年は△６.９９でした。実質公債比比率は記載のとおり、１

０.９ですが、昨年は１１.９で、１ポイント改善しています。将来負担比率ですが、

これも数字が出ておりません。本年が、△４５.０、昨年が△３４.１、これについて

も大きく改善しております。資金不足比率の関係ですが、病院・農業集落排水事業会

計いずれも資金不足は発生していないということで、数字の記載が無い状況です。 

○ 議長 笹木 英二 ただ今説明が終わりましたので、質疑を行います。 

 質疑ございませんか。（質疑なしの声あり） 

○ 議長 笹木 英二 質疑なしと認めます。よって以上で質疑を終結します。 

○ 議長 笹木 英二 以上で報告第４号は、報告済みとします。 

 

◎ 日程１５番 認定第１号 平成２２年度月形町一般会計歳入歳出決算認定につい

て、日程１６番 認定第２号 平成２２年度月形町国民健康保険事業特別会計歳入歳

出決算認定について、日程１７番 認定第３号 平成２２年度月形町老人保健事業特

別会計歳入歳出決算認定について、日程１８番 認定第４号 平成２２年度月形町農

業集落排水事業特別会計歳入歳出決算認定について、日程１９番 認定第５号 平成

２２年度月形町介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定について、日程２０番 認定
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第６号 平成２２年度月形町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について、日

程２１番 認定第７号 平成２２年度国民健康保険月形町立病院事業会計決算認定

について 

○ 議長 笹木 英二 日程１５番 認定第１号 平成２２年度月形町一般会計歳入

歳出決算認定について、日程１６番 認定第２号 平成２２年度月形町国民健康保険

事業特別会計歳入歳出決算認定について、日程１７番 認定第３号 平成２２年度月

形町老人保健事業特別会計歳入歳出決算認定について、日程１８番 認定第４号 平

成２２年度月形町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算認定について、日程１９番 

認定第５号 平成２２年度月形町介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定について、

日程２０番 認定第６号 平成２２年度月形町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算

認定について、日程２１番 認定第７号 平成２２年度国民健康保険月形町立病院事

業会計決算認定についてを一括議題とします。 

  提出者の説明を求めます。 

○ 議長 笹木 英二 副町長。 

○ 副町長 土橋 正美 認定第１号 平成２２年度月形町一般会計歳入歳出決算認

定から認定第７号 平成２２年度国民健康保険月形町立病院事業会計決算認定につい

て、までの７つの会計につきまして、地方自治法第２３３条第３項の規定により、平

成２２年度各会計歳入歳出決算を、別紙監査委員意見を付けて議会の認定に付すると

いうものでございます。 

  それ以外の添付書類として歳入歳出決算書、実質収支に関する調書、歳入歳出決算

事項別明細書、歳入歳出決算に関する説明書、一般会計におきましては、さらに財産

に関する調書を付して決算に提案させていただきたいと思っていますので、宜しくご

審議をお願い申し上げます。 

○ 議長 笹木 英二 ただ今説明が終わりました。お諮りします。認定第１号ないし

認定第７号の各案件については、議長と議会選出の監査委員を除く全議員で構成する

決算特別委員会を設置し、これに付託、審査することにしたいと思います。 

これにご異議ございませんか。（異議なしの声あり） 

○ 議長 笹木 英二 異議なしと認めます。よって認定第１号ないし認定第７号の各

案件については、議長と議会選出の監査委員を除く全議員で構成する決算特別委員会

を設置し、これに付託、審査することに決定しました。 

○ 議長 笹木 英二 お諮りします。９月１４日から１５日まで決算特別委員会にお

いて、決算審査のため休会としたいと思います。 

  これにご異議ございませんか。（異議なしの声あり）  

○ 議長 笹木 英二 異議なしと認めます。よって９月１４日から１５日まで決算特

別委員会において、平成２２年度各会計決算審査のため休会することに決定しました。 

 

◎ 日程２２番 発議第２号 広報特別委員会の設置について 

○ 議長 笹木 英二 日程２２番 発議第２号 広報特別委員会の設置についてを

議題とします。 
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 提出者の説明を求めます。 

○ 議長 笹木 英二 堀 広一君。 

○ 議員 堀  広一 発議第２号を読み上げる。 

○ 議長 笹木 英二 ただ今説明が終わりました。お諮りします。発議第２号につい

ては、全員協議会で審議された案件でありますので、この際、質疑、討論を省略し、

原案のとおり可決することにしたいと思います。これにご異議ございませんか。（異議

なしの声あり） 

○ 議長 笹木 英二 異議なしと認めます。よって発議第２号は、原案のとおり可決

しました。 

 

○ 議長 笹木 英二 お諮りします。ただ今設置されました広報特別委員会の委員の

選任については、委員会条例第７条第１項の規定により、議長において宮元哲夫君、

楠 順一君、宮下裕美子君、大釜 登君の４人を指名したいと思います。 

  これにご異議ございませんか。（異議なしの声あり） 

○ 議長 笹木 英二 異議なしと認めます。よって、ただ今指名しました４人を広報

特別委員会委員に選任することに決定しました。 

 

○ 議長 笹木 英二 暫時休憩します。        （午後 ４時 ３分休憩） 

○ 議長 笹木 英二 休憩前に引き続き会議を再開します。 

                           （午後 ４時２５分再開） 

 

○ 議長 笹木 英二 この際報告します。決算特別委員会の委員長に楠 順一君、副

委員長に金澤 博君が互選されましたので報告します。 

また、広報特別委員会の委員長に宮元哲夫君、副委員長に宮下裕美子君が互選されま

したので報告します。 

 

○ 議長 笹木 英二 以上で本日の日程は全て議了しました。 

よって本日は、これをもって散会します。 

   （午後 ４時２６分散会） 

 

（平成２３年９月１５日開催） 

○ 議長 笹木 英二 ただ今の出席議員は１０人です。定足数に達しておりますので、

会議は成立しました。 

○ 議長 笹木 英二 お諮りします。本日は休会としていましたが、決算特別委員会

が終了しましたので、特に会議を開くことにしたいと思います。 

  これにご異議ございませんか。（異議なしの声あり） 

○ 議長 笹木 英二 異議なしと認めます。よって本日は特に会議を開くことに決定

しました。 

  １３日に引き続き会議を再開します。         （午後 ２時００分開会） 

直ちに本日の会議を開きます。            （午後 ２時００分開議） 
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議事日程第２号はお手元に配布のとおりであります。（別紙のとおり） 

 

◎ 日程 1 番 会議録署名議員の指名 

○ 議長 笹木 英二 日程 1 番 会議録署名議員の指名を行います。 

  会議録署名議員の指名は、会議規則第 120 条の規定により議長において 

平 田 文 義 君 

楠   順 一 君 

の両君を指名します。 

 

◎ 日程２番 決算特別委員会報告 認定第１号ないし認定第７号 平成２２年度月

形町各会計歳入歳出決算認定について 

○ 議長 笹木 英二 日程２番 認定第１号ないし認定第７号、平成２２年度月形町

各会計歳入歳出決算認定について、決算特別委員会より報告があります。決算特別委

員会委員長報告を求めます。楠  順 一君、報告願います。 

○ 決算特別委員会委員長 楠  順一 決算特別委員会審査結果報告を申し上げま

す。審査結果報告書は、お手元に配布のとおりでございます。本定例会において、休

会中に審査すべき事件として付託された、平成２２年度各会計、歳入歳出決算認定７

件の議案について、９月１４日から本日にわたり、慎重に審査を行った結果、いずれ

も原案のとおり全会一致で認定すべきものと決定しました。以上、決算特別委員会審

査結果報告とします。 

○ 議長 笹木 英二 ただ今、報告が終わりました。 

お諮りします。認定第１号ないし認定第７号の審議は、議長と議会選出の監査委員

を除く全議員で構成する決算特別委員会を設置し、これに付託した審査案件でありま

す。質疑、討論は本特別委員会において審議されていますので、質疑、討論は省略し、

決算特別委員会委員長報告のとおり認定することにしたいと思います。これにご異議

ございませんか。（異議なしの声あり） 

○ 議長 笹木 英二 異議なしと認めます。よって認定第１号ないし認定第７号は原

案のとおり認定することに決定しました。 

 

◎ 日程３番 意見案第４号 森林・林業・木材産業施策の積極的な展開に関する要望

意見書の提出について 日程４番 意見案第５号 平成２４年度農業予算編成並び

に税制改正に関する要望意見書の提出について 

○ 議長 笹木 英二 日程３番 意見案第４号 森林・林業・木材産業施策の積極的

な展開に関する要望意見書の提出について 意見案第５号 平成２４年度農業予算編

成並びに税制改正に関する要望意見書の提出についてを一括議題とします。 

  提出者の説明を求めます。 

○ 議長 笹木 英二 笹木 英二君。 

○ 議員 堀  広一 提案理由についてご説明申し上げます。 

  意見案第４号 森林・林業・木材産業施策の積極的な展開に関する要望意見書の提
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出について 意見案第５号 平成２４年度農業予算編成並びに税制改正に関する要

望意見書の提出についてでございます。提案者を代表し、一括して提案理由を説明さ

せていただきます。なお、意見案の賛成者といたしまして、月形町議会議員宮元 哲

夫議員、同じく鳥潟 真二議員の両名の賛同を得ておりますので、申し添えておきた

いと思います。 

意見案第４号 森林・林業・木材産業施策の積極的な展開に関する要望意見書の提

出について、近年、地球温暖化が深刻な環境問題となっている中で、森林は二酸化炭

素の吸収源として、大きな関心と期待が寄せられています。しかしながら、本道の森

林・林業・木材産業を取り巻く環境は依然として厳しい状況にあり、引き続く経済の

低迷は、経営基盤の脆弱な林業・木材産業に深刻な影響をもたらしています。 

このような厳しい状況の中、森林整備を着実に推進し、森林の多面的機能を持続的

に発揮するとともに、林業の安定的発展と山村の活性化を図っていくためには、「森

林・林業再生プラン」に基づき、森林施業の集約化、路網の整備、人材の育成等を積

極的に進めるとともに、道産材の利用促進により、森林・林業の再生を図ることが重

要です。また、先般の東日本大震災は、東北地方を中心に未曽有の大被害をもたらし

たところですが、その復旧・復興が必要であるため、以下の６項目の実現について強

く要望するものであります。 

次に意見案第５号であります。３月１１日発生した東日本大震災と福島第１原発の

事故は、我々日本人がかつて経験したことのない精神的苦痛と甚大な被害をもたらし

ていますが、当面する緊急かつ最優先の課題は、原発事故の収拾と損害賠償を含む被

災地の復旧・復興です。こうした中、政府は７月２９日、「東日本大震災からの復興

の基本方針」を決定するとともに、８月１５日、日本の再生に向けた取り組みを再ス

タートするための「政策推進の全体像」を閣議決定し、国家戦略やエネルギー・環境

政策の再設計のほか、ＴＰＰ交渉参加問題については、「総合的に検討し、できるだ

け早期に判断する」とし、依然、高いレベルでの経済連携を進める姿勢は変えていま

せん。 

このような未曽有の国難に対して、被災地の復旧・復興の支援はもとより、我が国

の食料安定供給へのさらなる貢献を果たすという使命感に立ち、北海道が持つ潜在能

力を最大限に発揮し、持続可能な農業の確立を図るため、平成２４年度農業予算編成

並びに税制改正にあたり、下記の５項目について強く要望するものであります。以上、

地方自治法第９９条の規定により提出するものであります。議員各位のご賛同を賜り

ますことを心からお願い申し上げ、意見案第４号並びに意見案第５号の提案理由の説

明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

○ 議長 笹木 英二 ただ今説明が終わりましたので、質疑を行います。 

質疑ございませんか。（質疑なしの声あり） 

○ 議長 笹木 英二 質疑なしと認めます。よって以上で質疑を終結します。 

 次に討論を行います。討論ございませんか。（討論なしの声あり） 

○ 議長 笹木 英二 討論なしと認めます。よって以上で討論を終結します。 

 お諮りします。意見案第４号及び意見案第５号は、原案のとおり提出することにし
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たいと思います。これにご異議ございませんか。（異議なしの声あり） 

○ 議長 笹木 英二 異議なしと認めます。よって意見案第４号及び意見案第５号は、

原案のとおり提出することに決定しました。 

 

◎ 日程５番 会議案第５号 議員派遣について 

○ 議長 笹木 英二 日程５番 会議案第５号 議員派遣についてを議題とします。 

  お諮りします。議員派遣については、会議規則第１２１条の規程により、お手元に

配布のとおり決定したいと思います。 

これにご異議ございませんか。（異議なしの声あり） 

○ 議長 笹木 英二 異議なしと認めます。よって本案は、原案のとおり決定しまし

た。 

 

○ 議長 笹木 英二 お諮りします。本定例会に付議されました議案その他のものは

全て議了しました。よって会議規則第７条の規定により本定例会は本日をもって閉会

したいと思います。これにご異議ございませんか。（異議なしの声あり） 

○ 議長 笹木 英二 異議なしと認めます。よって本定例会は本日をもって閉会する

ことに決定しました。 

 

○ 議長 笹木 英二 これで本日の会議を終了します。よって平成２３年第３回月形

町議会定例会を閉会します。              （午後 ２時１０分閉会） 


